
障害年金とは色々な病気でもらえ、治療やリハビリに専
念するための大きな助けとなる公的年金です。障害者手
帳の有無は問いません。まずはお気軽にご相談下さい。

障害年金
対象は

２０歳～６４歳

障害年金は
ほとんど全ての

病気が対象

初回相談
完全無料

受給資格

申請方法等
相談受付中

ご予約受付時間：月～金 9:00～18:00ご予約受付時間：月～金 9:00～18:00
TEL : 0465 - 20 - 0222 社会保険労務士
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西湘・小田原
障害年金相談センター無料相談会

衆議院議員総選挙のお知らせ
　12月14日（日）は、第47回衆議院議員総選挙・第
23回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。
投票日時　12月14日（日）7：00～20：00
【期日前投票について】
投票日に都合があって投票に行くことができないと
いう方は、12月3日（水）から13日（土）まで、期日前
投票ができます。
※最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票は、12

月7日（日）からとなります。
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　役場本庁舎1階　町民ホール（ご用聞きスペース）
※詳細は、「選挙特報」をご覧ください。
問 合 せ　山北町選挙管理委員会（☎75－3643）

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月7日（日）9：00～12：00
場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は、午前中一般の

方の利用ができません。ご迷惑をおかけします
が、ご協力よろしくお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

高齢者いきいきセンター管理人を募集します
場　所　高齢者いきいきセンター（岸2060）
主な業務　鍵の授受、日常の清掃
※住居は用意します。（センター敷地内管理棟）
※年齢不問、健康な方を歓迎します。
※詳細は、お問合せください。
問合せ　岸連合自治会　佐

さとうしょうしち
藤昭七（☎75－2433）

さくらの湯 年末年始休業します
休業日 12月28日（日）～平成27年1月4日（日）
※新年は1月5日（月）から営業します。
問合せ　健康福祉センター さくらの湯（☎75－0819）

自治会活動に関するアンケート調査にご協力ください
　町では、全世帯の中から無作為に抽出した1,000
世帯に「自治会活動に関するアンケート調査」をお願
いしています。回答用紙は、返信用封筒に入れ12月9
日（火）までに投函をお願いします。
問合せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

年末年始もえるごみ・もえないごみ収集日について
　年末年始のもえるごみ・もえないごみの収集日
は次のとおりです。町民カレンダーを確認し、お
間違えのないようお願いします。

地　区 種　別 収集日

山北第1
共　和
清　水
三　保

もえるごみ
12月22日（月）
12月25日（木）
12月30日（火）
1月 5日（月）

もえないごみ 12月22日（月）
山北第2
山北第3

岸
向　原

もえるごみ
12月24日（水）
12月30日（火）
1月 6日（火）

もえないごみ 12月25日（木）
※通常の曜日と異なる日は、カレンダーに収集日

要注意印がついています。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）
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平成26年度勤労者利子補助制度について
　勤労者利子補助制度とは、町内で自己の住宅を
取得・増改築するために、町指定の金融機関で融
資を受けた場合の利子の一部を補助する制度で
す。利子補助を希望する方は、必要書類を添えて
申請してください。必要書類などの詳細は、定住
対策室へお問合せください。
※継続を希望する方も、改めて申請が必要です。

対象者　次の全ての条件を満たす方
　　　　①町内に自己の住宅を取得・増改築し、町内

に居住している方
　　　　②町税などに滞納がない方
　　　　③新規申請の場合、住宅資金の借入を開

始した年から2年以内の方
　　　　※利子補助の期間は3年を上限とします。
申請期間　12月16日（火）～平成27年1月16日（金）
※申請書は、役場定住対策室にて配付します。
問合せ　定住対策室定住対策班（☎75－3650）申請先

悪質な消費者トラブルにご注意ください
　悪質な業者による被害トラブルが後をたちません。
あの手この手であなたを狙っていますので、普段から
心の準備をしてだまされない
ようにご注意ください。もし、だ
まされたと気づいたらすぐに
ご相談ください。
相談先　南足柄市消費生活センター（☎71－0163）
　　　　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

取壊し家屋の届出について
　固定資産税の課税基準日は、毎年1月1日です。
課税対象となっている家屋を取壊した場合には、
必ず町民税務課へご連絡ください。
　連絡がないと、そのまま課税されてしまう場合
がありますので、ご注意ください。
問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）　　

第19回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を
通じたふれあい”を大切に考えています。
　安心・安全な地場産品の販売や、体験コー
ナー、へろくり倶楽部（三保）の出品などがあり
ますので、お気軽にお越しください。
日　時　12月7日（日）10：00～14：00　※雨天決行。
場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）
内　容　葉ぼたん・寄せ植え・野菜・果物・自然薯・

炊き込みご飯・赤飯・アメリカンドック・エビ
寄せフライの販売、バザー、ハンドマッサー
ジと香りのブローチ、松ぼっくりツリー体験
（当日申込み受付）

※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料
サービスがあります。（先着200名）

問合せ　おれんじ会代表　磯
いそざき

崎　加
か よ こ

代子（☎75－1445）

火葬場　年末年始の休場日
斎　場 休　場　日

小田原市斎場 12月31日（水）～1月3日（土）

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場 12月31日（水）、1月1日（木）

【小田原市斎場】
問合せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1386）
※12月27日（土）～1月4日（日）の火葬予約は、小田

原市役所守衛室（☎33－1822）です。
【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
問合せ　御殿場市・小山町広域行政組合
火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月27日（土）～1月4日（日）の火葬予約は、御殿

場市役所守衛室（☎0550－83－1212）です。

児童扶養手当と公的年金給付などの
差額が受給可能になります

　これまでは、児童扶養手当の受給資格者や児童
が公的年金などを受給できる場合には、児童扶養
手当は支給されませんでしたが、年金額が児童扶
養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当
が受給できるようになりました。
　該当と思われる方は、平成27年3月31日までに
役場福祉課へ申請してください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）　

「わいわいボイスパーティーinクリスマス」
を開催します

　Hand Voice（ハンドボイス）やNPO法人ウッドボ
イスでは、町内の空き店舗を活用し、手作り作品や木
彫り作品などの展示・即売を行っています。
　今回は「わいわいボイスパーティーinクリスマ
ス」と題し、南京玉すだれやコーラスなどの余興
をはじめ、毛糸のブーツ作りやクリスマスリース
作りなどの各種体験教室を行います。
　ぜひ、お気軽にご来場ください。

日　時　12月13日（土）10：00～15：00
場　所　旧かながわ西湘農協山北支店（山北1870）
費　用　無料
※体験教室は、材料費が必要です。
主　催　ハンドボイスサークル、NPO法人ウッドボイス
問合せ　ハンドボイスサークル　会長　西山（☎75－2662）
　　　　NPO法人ウッドボイス　事務局　蘭（☎43－6033）



「ライブ・イン・山北」
青少年ライブコンサートを開催します
日　時　12月14日（日）13：30～16：20（開場13：00）
場　所　生涯学習センター1階　多目的ホール
入場料　無料
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバ

ンド（山北高校、足柄高校、大井高校、
吉田島総合高校、立花学園高校）

主　催　山北町青少年指導員協議会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

日本オストミー協会神奈川支部
無料相談会のお知らせ

日　時　12月21日（日）13：30～16：30
場　所　ひらつか市民活動センター　2階
　　　　（JR平塚駅南口から徒歩2分）
対　象　人工肛門・人工膀胱保有者の方とその家族、関係者
内　容　講演「ウロストメイト（人工膀胱造設者）の

装具の選び方と病院のかかり方」、グルー
プ懇談、個別相談、装具の展示

講　師　赤
あかつか

塚　智
と も こ

子氏
相談員　（平塚共済病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　（公社）日本オストミー協会神奈川支部（☎0466－45－4216）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①12月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②12月21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　12月17日（水）まで
申込み方法　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電

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

第14回山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー大会
を開催します。参加希望のチームはお申込みください。
開 催 日　平成27年1月3日（土）
場　　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月13日（土）19：00から、生

涯学習センター第3会議室で開催します。
申込み期限　12月12日（金）まで
問合せ申込み　山北町体育協会サッカー部長
　　　　　加

か と う
藤　陽

よういちろう
一郎（☎75－0624）

「未病」がわかる 講演会
日　時　12月7日（日）14：00～15：00
場　所　南足柄市役所5階　大会議室
内　容　講演「県西地域で未病を治せ」
　　　　漢方・薬膳の専門家が「未病を治す」知

恵を伝授します
講　師　渡

わたなべ
辺　賢

け ん じ
治氏（慶應義塾大学環境情報学

部教授・医学部兼担教授）
　　　　宗

むなかた
形　佳

か お り
織氏（慶應義塾大学SFC研究所　

上席研究員）
定　員　80名
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　神奈川県地域政策課（☎045－210－3275）

男性のための料理教室
日　時　12月13日（土）9：30から
場　所　健康福祉センター2階 栄養指導室
内　容　お正月料理
定　員　30名
費　用　実費　※当日徴収します。
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　12月10日（水）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

おもてなし料理教室参加者募集
～いくみ会地区伝達講習会～

日　時　12月15日（月）9：30～12：30
場　所　健康福祉センター2階　栄養指導室
内　容　おもてなし料理4品
講　師　食生活改善推進員いくみ会
費　用　400円
持ち物　エプロン、三角巾、ハンカチ、筆記用具
申込み　12月10日（水）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　12月16日（火）※雨天中止。
行き先　景

けい
ケ
が

島
しま

と5龍の滝（裾野市）
集　合　8：00　山北駅表口
費　用　会員の方　1,080円（交通費など）
　　　　新規入会の方　2,080円（交通費・入会費など）
持ち物　昼食、飲み物、雨具など
申込み　12月12日（金）まで期　限
申込み　健康福祉センターへ直接又は電話にて
方　法　お申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）



今月の納期限
　　●12月10日（水）
　　　上下水道使用料（A地区第5期分）
　　●12月25日（木）
　　　固定資産税（第3期分）
　　　保育料（12月分）
　　　放課後児童クラブ負担金（12月分）
　　　国民健康保険税（第7期分）
　　　介護保険料（第6期分）
　　　下水道受益者負担金（第3期分）
　　　町設置型浄化槽分担金（第3期分）
　　　町営住宅使用料（12月分）
　　　幼稚園使用料（12月分）
　　●平成26年1月5日（月）
　　　後期高齢者医療制度保険料（第6期分）

12月のお誕生前健康診査
対　　象　平成25年12月～平成26年2月生まれの乳児
　　　　　※満10か月から誕生日前日まで
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
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活をおくるために、保健師や栄養士が
相談をお受けします。
月　　日　12月12日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
持 ち 物　母子健康手帳

3か月児健康診査
月　　日　12月16日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成26年8～9月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳

ママパパクラス
月　　日　平成27年1月8日（木）
時　　間　10：00～15：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦とその家族
　　　　　10：00～12：00
　　　　　妊娠中の栄養、調理実習
内　　容　13：30～15：30
　　　　　歯の衛生について、町の子育て支援

事業について、一酸化炭素濃度測定
　　　　　母子健康手帳、筆記用具、調理実習
持 ち 物　（エプロン・三角巾・米0.5合、食材料費

（実費）・歯ブラシ・手鏡・タオル）
※動きやすい服装でお越しください。

「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

12月24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

対　象　町内にお住まいの方
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　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

障がいのある方やそのご家族の相談室
　障がいのある方やそのご家族が、地域で自分ら
しく生活できるよう、相談室を開設します。　
　生活上の悩みや困っていること、制度やサービ
スを利用するときのお手伝い、仕事探しのお手伝
いに関することなどの相談をお受けします。
日　時　12月22日（月）14：00～16：00
場　所　役場4階　402会議室
※相談は、「自立サポートセンタースマイル」の

職員がお受けします。
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

おやこで食育クッキング
～就学前のお子さん向け料理教室～
　小さなお子さんもできる手軽な料理を、親子で一緒
に作ってみませんか。お父さんの参加も大歓迎！

日　時　12月21日（日）9：30～12：00
場　所　健康福祉センター2階 栄養指導室
対　象　3歳～6歳（就学前の幼児）とその保護者
内　容　サンドイッチ、デザート作り
講　師　食生活改善推進員いくみ会、栄養士
定　員　10組（定員になり次第、締切り）
費　用　1人300円
持ち物　エプロン、三角巾、ハンカチ、上履き

（お子さんのみ）
申込み　12月17日（水）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）


