
日時：2015 年３月１４日（土） 13:30～16:30

会場：山北町生涯学習センター・会議室（第 1、第 2）

安全な食品を選んでいますか？では、お肌に使っている石鹸、クリームは

安心・安全なものですか？簡単なお話と、体験ブースでお楽しみいただけ

ます。

主催：（有）シナリー・ハーゼライン（０４６５‐３５‐２２０６）

連絡先：ネルケライン営業所・０４６５‐２０‐７９７１

●石油化学物質を一切使わない化粧品の体験、 香り診断、

アロマ体験、耳揉み小顔体験、等ブース体験。●おやつタイ

ム、 お土産付●参加予約の方には、 お試しセットプレゼン

ト。当日参加可。●お子様、お友達、ご家族をお誘い合わせ

て是非おでかけください。男性の方もご参加ください。●会

場での商品の販売、勧誘等は一切ありません。

スケジュール
13:15～ 受付開始

13:30～ お話

14:00～ ブース体験

16:30～ 終了

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）

卒業・入学祝いに
「山北町商品券」をご利用ください

　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に「山北町商品券」をご利用く
ださい。

種　　類　500円券・1,000円券の2種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いた

だけますが、おつりは出ませんのでご注意くだ
さい。

購入場所　会計課及び清水・三保支所
※購入の際は、事前の連絡によりスムーズに購入

できます。
有効期限　1年間
※商品券に記載されている期限日までご利用でき

ます。

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限にご注意ください。
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から2
か月となりますので、小額でもお早めに換金して
ください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

山北町農業委員会委員選挙の日程
告示日　4月14日（火）
投票日　4月19日（日）

農業委員会委員選挙立候補予定者の事前説明会
　農業委員会委員選挙に伴う立候補予定者の事前
説明会を、次のとおり開催します。
日　時　3月20日（金）10：00から
場　所　役場401会議室
※1候補者につき2名以内でお願いします。
問合せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）(☎75－3643）

第2期山北町地域福祉計画（案）に
ついての意見を募集します

　町では、平成27年度から30年度までの4か年の
山北町地域福祉計画の策定にあたり、次の期間で
町民のみなさんから幅広く意見を募集します。　　
　詳細は、町ホームページをご覧ください。

募集期間　3月2日（月）～3月13日（金）
※計画（案）は、福祉課窓口又は町ホームページ

で閲覧できます。
意見提出　福祉課へ直接又は郵便、FAX、メール

にて、｢氏名｣｢電話番号｣を記載して提
出してください

※ご意見に対する個別の回答はしませんので、ご
了承ください。

問 合 せ　福祉課福祉推進班
提 出 先　（☎75－3644　FAX79－2171）
　　　　　（メール fukusi@town.yamakita.kanagawa.jp) 

 お し ら せ 版

平成２７年３月１日発行  第５９０号
編集発行　山 北 町 役 場 企 画 財 政 課
〒２５８‐０１９５ 神奈川県足柄上郡山北町山北１３０１-４

☎０４６５—７５—１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/



山北町地方史研究会
文化講演会のご案内

日　時　3月29日（日）15：00～17：00
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
題　目　戦国時代の河村城とその周辺　
講　師　小

お わ だ
和田　哲

て つ お
男氏（静岡大学名誉教授）

　　　　戦国時代史研究の第一人者であり、NHK
大河ドラマ「軍師官兵衛」では時代考証
を担当する

※入場無料・申込み不要。
※他イベント開催日のため駐車できない場合があ

りますので、公共交通機関をご利用ください。
主　催　山北町地方史研究会
共　催　河村城址保存会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

道路改良工事に伴い交通規制を行います
　 道 路 工 事 の た め 、 次 の 箇 所 で 夜間通行止め
（21:00～翌朝6:00）となります。交通規制区間
前後に設置する交通案内板でお知らせしますの
で、迂

う
回のご協力をお願いします。

期　　間　3月中旬から1週間程度
場　　所　県道721号(東山北停車場線)　
　　　　　三菱瓦斯化学工場横 
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）

足柄観光ガイドの会
公開講演会を開催します

日　時　3月14日（土）13：30～15：30頃
場　所　開成町民センター2階　A会議室
演　題　足柄の自然とその伝え方　
講　師　大井町教育委員会おおい自然園長
　　　　一

ち ょ っ き
寸木　 肇

はじめ
氏

定　員　25名程度（先着順）
申込み　3月11日（水）期　限
問合せ　足柄観光ガイドの会事務局　高橋
申込み　（☎090－7700－9489　FAX0463－88－0750）

「陽春を愉
たの
しむ会」を開催します

　琴の美しい調べにのせて春宴を楽しみません
か。どなたでも自由にご覧になれます。みなさん
のお越しをお待ちしております。

日　時　3月17日（火）12：20～12：40
場　所　役場1階　ご用ききスペース
内　容　琴の演奏と共に大人の絵本の読みがたり

をします
費　用　無料
問合せ　お話しカフェてくてく
　　　　高橋（☎090－3543－6110）

JICAボランティア体験談&説明会
　開発途上国で活動するJICAボランティアの制度
や内容について、説明会を行います。　
　ボランティアには、技術系・医療系・教育系・
農業系・スポーツ系など様々な職種があります。
　説明会は予約不要・参加無料・入退場自由です
ので、ぜひお気軽にご参加ください。

日　　時 場　　所
03月24日（火）
19：00～21：00

ミューザ川崎
4階　市民交流室

04月01日（水）
18：30～20：30

かながわ県民センター
2階　ホール

04月08日（水）
19：00～21：00

藤沢リラホール
5階　ホール

04月11日（土）
14：00～16：00

山梨県立国際交流センター
（パスポートセンター）

04月12日（日）
10：30～12：30 JICA横浜　体育館

04月12日（日）
14：00～16：00 JICA横浜　体育館

04月15日（水）
19：00～21：00

相模原女子大学
グリーンホール

04月25日（土）
10：30～12：30 JICA横浜　体育館

04月25日（土）
14：00～16：00 JICA横浜　体育館

※上記すべての説明会は、ジュニアボランティ
ア・シニアボランティア合同開催となります。

問合せ　JICA青年海外協力隊事務局募集課　
　　　　（☎03－5226－9813）
　　　　（メール　jicavolunteer-boshu@jica.go.jp）
　　　　（URL http://www.jica.go.jp/volunteer/）

➡
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かながわ犯罪被害者
サポートステーションのご案内
　かながわ犯罪被害者サポートステーションで
は、殺人・傷害・強盗・性犯罪などの犯罪被害当
事者やその家族の方々からの相談をお受けしてお
ります。
　犯罪の被害に遭われてお困りの方は、ひとりで
悩まずご相談ください。NPO法人神奈川被害者
支援センターの相談員が応対します。
　秘密は厳守します。

≪かながわ犯罪被害者サポートステーション≫
☎045－311－4727

（URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4181/p12669.html）

受付日時　月～土曜日（祝日、年末年始を除く）　　
　　　　　9：00～17：00
問 合 せ　神奈川県くらし安全交通課犯罪被害者
　　　　　支援グループ（☎045－210－3571）

自衛隊幹部候補生募集！
　陸・海・空自衛隊の幹部候補生を募集します。

応募資格　①大卒程度試験
　　　　　　日本国籍を有し、平成28年4月1日

現在次のいずれかに該当する者
　　　　　　ア．20歳以上22歳未満の者
　　　　　　　学校教育法に基づく大学を卒業し

た者（平成28年3月卒業見込み含
む）又は外国の大学を卒業した者

　　　　　　イ．22歳以上26歳未満の者
　　　　　　　修士課程修了者（学校教育法に基

づく大学院の修士課程若しくは専
門職大学院の課程を修了した者又
はこれに相当すると認められる者）
にあっては28歳未満の者

　　　　　②院卒者試験
　　　　　　平成28年4月1日現在修士課程修了者

で、20歳以上28歳未満の者

　　　　　※大卒程度試験及び院卒者試験は、併
願が可能です。

試　　験　①筆記試験：5月16日（土）　

　　　　　②筆記式操縦適正検査：5月17日（日）
　　　　　　（飛行要員希望者のみ）

受付期間　3月1日（日）～5月1日（金）（締切必着）
問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所
申 込 み　（小田原市栄町1－14－9　NTビル3階）
　　　　　 （☎24－3080）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①3月28日（土）10：00～15：00
　　　　　②3月29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　3月25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）

～丸太の森イベント参加者募集～
足柄上森林公園丸太の森

（☎74－4510）

森あそび「森あそ感謝祭」
日　時　3月14日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　小学生　
内　容　みんなで豪華ランチを作って食べよう!!
定　員　30名（先着順）
費　用　1,500円（昼食代、保険代など）
持ち物　食器（皿・茶碗・コップ・箸）・飲み

物・軍手・汚れてもよい服装
申込み　2月28日（土）9：00から足柄森林公園
方　法　丸太の森へ電話にてお申込みください

森人すたいる「春を味わう」
日　時　3月22日（日）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　親子（家族）・友達　　
内　容　野草クッキング（草団子など）
定　員　30人（先着順）
費　用　1,500円（昼食代・保険代など）
持ち物　軍手・飲み物・汚れてもよい服装
申込み　2月28日（土）9：00から足柄森林公園
方　法　丸太の森へ電話にてお申込みください

「石窯PIZZA＆飛
とび
天
てん ぐ
狗Ⅱ」

日　時　3月29日（日）9：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　小学4年生以上の家族・親子・友達
　　　　※お子様同士の場合は保護者同伴。
内　容　ジップライン「飛天狗」の体験後、石窯

でピザ作り
定　員　20名（先着順）
費　用　5,000円・小中学生は4,000円
　　　　（飛天狗体験代・食材代・保険代など）
持ち物　エプロン・軍手・飲み物・タオル・運動

ができる服装
申込み　3月8日（日）9：00から、足柄森林公園丸太
方　法　の森へ電話にてお申込みください



3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26年3～5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

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　3月13日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児
持 ち 物　母子健康手帳

≪人権行政相談≫
3月20日（金）13：00～15：00

役場3階　301会議室
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）

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

3月25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・申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　3月17日（火）※雨天中止。
行き先　河村城址歴史公園・山北町立パークゴルフ場
※パークゴルフも体験します。
集　合　8：45　健康福祉センター
費　用　会員の方　200円（パークゴルフ代）
　　　　新規入会の方　1,200円（パークゴルフ

代、入会費）
※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、敷物、健康保険証など
申込み　3月13日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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　3月18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）

詐欺的な投資勧誘にご注意！
　高齢者を中心に、未公開株やファンドなどの詐
欺的な投資勧誘による被害が多発しています。不
審に思ったら、財務省関東財務局窓口などへご相
談ください。

◎普段から注意しましょう！
　⇒電話勧誘などにすぐ応じない。
　⇒もうけ話を安易に信じない。
　⇒よくわからない商品（未公開株など）には手

を出さない。
※無登録業者による未公開株の売付けは、原則と

して無効です。

相談窓口　財務省関東財務局証券監督第1課
　　　　　（☎048－613－3952）
　　　　　神奈川県警察悪質商法110番
　　　　　（☎045－651－1194）
　　　　　南足柄市消費生活センター　
　　　　　（☎0465－71－0163）

今月の納期限
● 3 月 11 日（水）
　上下水道使用料（B 地区第 6 期分）
● 3 月 25 日（水）
　下水道受益者負担金（第 4 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 4 期分）
● 3 月 31 日（火）
　保育料（3 月分）
　放課後児童クラブ負担金（3 月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 9 期分）
　町設置型浄化槽使用料（1・2 月分）
　町営住宅使用料（3 月分）
　幼稚園使用料（3 月分）


