
11月のごみ収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

収集日 種　別 地　区
11月 4日（火）もえるごみ 山北第1、共和、清水、三保
11月 5日（水）もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原
11月25日（火）もえるごみ 山北第1、共和、清水、三保
11月26日（水）もえるごみ 山北第2・第3、岸、向原

※町民カレンダーに要注意印が付いています。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

秋季全国火災予防運動（11月9日～15日）
　火災の発生しやすい季節を迎えます。一人ひとりが
防火に対する意識を高め、火災から生命と財産を守り
ましょう。
　11月9日（日）に足柄上郡5町消防団と小田原市消
防本部合同の防火パレードを行います。山北町消防団
第1分団は8：45に足柄上合同庁舎を出発し、開成町
と山北町を巡回する予定です。
問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4428）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　11月18日（火）※雨天中止。
行き先　最明寺史跡公園（松田町）
集　合　8：30　山北駅表口
費　用　会員の方200円（交通費）
　　　　新規入会の方1,200円（交通費・入会費など）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」に

入会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
申込み　11月14日（金）までに健康福祉センターへ、
方　法　直接又は電話にて予約してください
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

防災講演会を開催します
「災害！それまで・そのとき・それから」～自助・共助の心構え～
日　時　11月22日（土）13：30～15：00（開場13：00）
場　所　小田原市民会館3階　小ホール
講　師　京都大学教授・巨大災害研究センター長　矢

やもり
守　克

かつや
也　氏

定　員　200名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
主　催　神奈川県西部広域行政協議会防災部会
問合せ申込み　総務防災課（☎75－3643）

向原保育園バザーのお知らせ
日　時　11月8日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物・お菓子・家庭用品・子ども

用品・リサイクル品など
問合せ　向原保育園保護者会
　　　　湯川（☎080－2035－2434）
　　　　瀬戸（☎080－5001－1196）

道の駅「山北」秋の収穫祭
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を開催します。地
場産の新鮮野菜・果物など、たくさん揃

そろ
えてお待ちし

ています。ご家族みなさんでご来店ください。
日　時　11月16日（日）9：00～17：00
内　容　とれたて地場農産物の販売、清水地域産

コンニャク芋で作った「味噌おでん」・
豚汁・焼きそば・フランクフルトの販売

※先着100名に甘酒の無料サービスがあります。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

有料広告有料広告　　　　　不動産登記 ・ 商業登記 ・ 法人登記

相続 ・ 贈与などお気軽にご相談ください

司法書士　井上庄市事務所
　　　　　　　　　　　　　　（出身 ： 山北町皆瀬川）

松田町松田惣領 1886 － 1　石川ビル 1 Ｆ

（旧 246 「松田駅入口」 信号角）

JR 松田駅北口前に P2 台あり （☎ 20 － 5585）

HAIR CLUB スポーク
Photo・合同撮影会のお知らせ

　ご自分の最高の笑顔の写真を撮りませんか？今回初
めての試み合同撮影会です。

お一人様の撮影料  3,500円（税抜）
　２L 版の写真 1 枚が付きます。合同撮影会だから出
来るこの価格です。
日時：平成26年11月9日(日)午後3時頃～＜要予約＞

詳しくは、HAIR CLUBスポークホームページをご覧下さい。
http://www.spoke-net.jp/    TEL·FAX 0465-76-4319
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クリスマスリースを作ってみませんか
日　時　11月30日（日）9：30～11：30頃
場　所　足柄上合同庁舎第二別館3階　会議室
対　象　小学生以下（小学校低学年以下の場合

は、保護者同伴）
講　師　足柄観光ガイドの会の会員
定　員　40名程度（先着順）
費　用　1作品につき500円（材料費など）
申込み期限　11月23日（日）
※作品は1個30分程度で出来上がります。
※作品は1人2個までとさせていただきます。
※作品を持ち帰るための紙袋などを用意してください。
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高

たかはし
橋　博

ひろし

申込み　（☎090－7700－9489）（FAX0463－88－0750）

道路改良工事に伴い交通規制を行います
　新大口橋手前付近で道路工事を行うため、県道
が片側交互通行となります。ご不便をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。

実施期間　11月上旬～平成27年3月下旬（予定）
　　　　　※一部夜間工事有り
場　　所　県道74号（小田原山北）、県道721号（東

山北停車場）
施工業者　金子建設（株）（☎75－0163）
問 合 せ　神奈川県県西土木事務所道路都市課　
　　　　　（☎83－5111）

国道246号夜間全面通行止めのお知らせ
　一般国道246号、山北・谷峨バイパスにおい
て、集中工事を行うため夜間全面通行止めとなり
ますので、県道76号に迂

う
回をお願いします。

　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお
願いします。

通行止日時　11月10日（月）21：00～翌朝6：00
【予備日】11月11日（火）・17日（月）・18（火）
場　所　山北・谷峨バイパス（安戸交差点～谷峨

駅入口交差点）
迂回路　県道76号
　　　　※特殊車両は、通行しにくい箇所があり

ますのでご注意ください。
問合せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　（☎046－221－0004）
　　　　東京鋪装工業株式会社秦野作業所
　　　　（☎0463－87－8190）

「2014あしがらアートの森」
展覧会とワークショップを開催します
　県西地域の方を対象としたアートによる地域
づくり・元気づくりを目的に、「2014あしがら
アートの森」を開催します。
日　時　11月16日（日）、22日（土）、23日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所　旧南足柄市立北足柄中学校（南足柄市内山2575）
内　容
○絵画展「あしがらアートの森・みんなつながっ展」
　県西地域の幼児・児童・生徒の団体企画展と、

全国の親子や子どもの公募作品展（入場無料）
○森のワークショップ
　食器への絵付けや絞り染め体験など、約20コー

ナーを開催します（各コーナー参加費がかかります）
問合せ　2014あしがらアートの森実行委員会
　　　　（☎73－1618）（メールyuun822@msn.com）　
　　　　（URL http://www.ac.auone-net.jp/~ashi_art/）

平成26年度県土づくり県民交流事業
　暮らしを守り、豊かな地域づくりを進めている
事業現場をご覧いただきます。
日　時　12月17日（水）13：00～17：00
集　合　足柄上合同庁舎（13：00集合）
　　　　※現場まではバスで移動します。 
内　容　足柄・小田原地域における広域的な道路ネッ

トワークづくりの工事現場（篠窪、比奈窪バイ
パスの整備）や地域と一体となった公園（お
だわら諏訪の原公園）の現場を訪問します

定　員　40名（先着順）
費　用　無料
申込み期限　11月14日（金）
申込み　県西土木事務所管理課へ電話又はFAXに
方　法　て、氏名・住所・電話番号をご連絡ください
問合せ　神奈川県県西土木事務所管理課
申込み　（☎83－5111 内線211）（FAX83－7532）

谷峨駅入口
交差点

新鞠子橋交差点

安戸交差点



乳がん・子宮がん集団検診のお知らせ
　町では、乳がん・子宮がんの集団検診を実施します。受診を希望する方はお申込みください。
　なお、平成24年度に集団検診で受診された方には、問診票を送付しますので申込みの必要はありません。
※乳がん・子宮がんの受診間隔は、国の指導で2年に1回が適切とされています。
※医療機関での検診を希望する方は、受診券を送付しますので、ご連絡ください。

日　程 会場・受付時間 対象者・自己負担額
12月18日（木）

健康福祉センター
9：00～10：30

13：00～14：30

【乳がん】視触診・マンモグラフィ（乳房X線検査）
40～69歳の方2,000円・70歳以上の方　400円
【子宮がん】
20～69歳の方　700円・ 70歳以上の方 無料
※年齢は平成27年3月31日が基準日です。

平成27年1月10日（土）

平成27年2月10日（火）

※妊娠中又は妊娠の可能性がある方は受診できません。
※生活保護世帯・町民税非課税世帯の方は、申請により自己負担が免除されますので、事前にお申込み

ください。
※マンモグラフィは40～49歳の方は2方向、50歳以上の方は1方向の撮影となります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

山北 からだすっきりプログラム（平成26年度健康づくりステップアップ事業）
　ライフコーダ（生活習慣記録機）を使用し、健康運動指導士・保健師が日常生活の中で運動習慣を身
につけることをサポートします。
　「運動教室に参加したいが、忙しくて時間がない」「運動するように言われているが、なかなか続か
ない」という方にお勧めです。ぜひ、お申込みください。

日　程 時　間 内　容
① 11月20日（木）     13：30

　　 ～15：00
 （受付13：00から）

　※2月5日は
　　16：00まで

オリエンテーション、ライフコーダ貸出、運動実技
② 12月4日（木） 運動実技
③ 12月25日（木） 運動実技
④ 平成27年1月15日（木） 個別面談、運動実技
⑤ 平成27年2月5日（木） 【スペシャルプログラム】森林セラピー
⑥ 平成27年2月19日（木） 運動実技、修了証交付

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①11月22日（土）10：00～15：00
　　　　　②11月23日（日）10：00～15：00
場　　所　大野山乳牛育成牧場 まきば館
内　　容　作陶（器の成形、化粧土による文様付け）
講　　師　つぶらの窯　山本 わたる　氏
持 ち 物　弁当、飲み物、汚れてもよい服装（エプロンなど）
定　　員　各日15名（定員になり次第、締切り）
費　　用　1人3,000円（材料費・焼成料・講師料）
申込み期限　11月19日（水）
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電

話又はFAXにてご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）

音楽講座「秋をうたう」を開催します
　秋の童謡などを聞くだけではなく、一緒にうた
いましょう。

日　時　11月16日（日）14:00から
場　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
内　容　赤とんぼ、里の秋などの秋のうたの歌唱と鑑賞
主　催　ヴォーカルグループ「山びこ」
後　援　山北町教育委員会
※入場無料、申込み不要です。
問合せ　「山びこ」事務局（☎76－3288）

対　象　・特定保健指導の動機づけ･積極的支援対象者
　　　　・健診などで所見のある方
　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治医

の許可がある方
　　　　・運動習慣のない方
　　　　※原則、全日程参加できる方。

場　所　健康福祉センター1階　多目的室1
費　用　無料
申込み　11月14日（金）期　限
申込み　健康福祉センターへ直接又は電話にてお
方　法　申込みください



おはなし会を開催します
　絵本の読み聞かせを行う「らっこっこ」による
おはなし会を開催します。
　手遊びと絵本で一緒に楽しく過ごしましょう。
　どなたでも自由に参加できます。
日　時　11月19日（水）11：00から
場　所　子育て支援センター（健康福祉センター2階）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

11月のお誕生前健康診査※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象　平成25年11月～平成26年1月生まれの乳児
　　　　　※満10か月から誕生日前日まで
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

1歳6か月児健康診査
月　　日　11月18日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成25年2～4月生まれの幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

2歳児歯科健診
　歯科健診と栄養相談を実施します。なお希望者
には、虫歯予防の薬を塗ります。
月　　日　11月27日（木）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成24年9～11月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康について、お気
軽にご相談ください。

実施日 時　間 場　所

11月26日
（水）

  9：30
10：15
11：00

※時間予約制

健康福祉センター1階
内科診察室

内　　容　・自分や家族の健康について
　　　　　・生活習慣病の予防改善について
費　　用　無料
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談をお受けします。
日　時　11月25日（火）13：00～16：00
※予約制で、相談者1人につき20～30分の相談となります。
受付場所　役場4階　402会議室
定　員　5名（定員になり次第、締切り）
申込み　11月5日（水）～20日（木）
期　間　（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：15）
申込み　総務防災課庶務班へ直接又は電話にてお
方　法　申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

スマイル講演会を開催します
　障がいのある方自身が、「地域づくり」に協働参画
し、地域住民に対して障がい者福祉の理解の促進と
周知を図ることを目的に、講演会を開催します。

日　時　11月21日（金）13：30～16：00
場　所　南足柄市文化会館小ホール（南足柄市関本415－1）
内　容　・映画「生

い の ち
命のことづけ～死亡率2倍　　

障害のある人たちの3.11～」
　　　　・講演「震災で起こる現象について」
　　　　　講師　丹

たんどう
藤　英

え い じ
司　氏 

　　　　・講演「私達ができる普段からの取り組み」
　　　　　講師　多

た だ
田　彰

しょうご
吾　氏

問合せ　南足柄さつき会自立サポートセンタースマイル
　　　　（☎71－0117）

≪人権行政相談≫
11月20日（木）13：00～15：00

役場三保支所　和室
相談内容　プライバシーの侵害、児童虐待（暴力・

養育放棄・いじめなど）の問題や、行政に
対する苦情や要望など

問 合 せ　総務防災課庶務班(☎75－3643)
　　　　　福祉課福祉推進班(☎75－3644)

今月の納期限
　　●11月13日（木）
　　　上下水道使用料（B地区第4期分）
　　●12月1日（月）
　　　保育料（11月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（11月分）
　　　国民健康保険税（第6期分）
　　　介護保険料（第5期分）
　　　後期高齢者医療制度保険料（第5期分）
　　　町設置型浄化槽使用料（9・10月分）
　　　町営住宅使用料（11月分）
　　　幼稚園使用料（11月分）


