
やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　4月5日（日）7：00～8：30
　　　　　※小雨決行、荒天中止。
場　　所　ふるさと交流センター周辺広場（山北駅前）
内　　容　野菜類、肉類、惣菜、花、食料品などを販売
イベント　ガラガラ抽選会、つめ放題
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

国民健康保険加入者の
人間ドック受検費用を助成します
　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検費用を助成しています。希望する方は事前にお
申込みください。
対　象　次の要件すべてに該当する方
　　　　①受検日の属する月より、過去1年を通じて

町の国民健康保険に加入している方
　　　　②受検日に満35歳以上の方
　　　　③国民健康保険税を完納している方
　　　　④受検結果表の写しを提出し、必要に応

じた保健指導を受けることができる方
助成額　20,000円（限度額）
申込み　4月13日（月）から開　始　
申込み　人間ドックを受検する前に、印鑑、健康
方　法　保険証をお持ちのうえ、役場保険健康

課・健康福祉センター窓口又は清水・三
保支所でお申込みください

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）申込み

国民年金 学生納付特例制度のお知らせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国
民年金に加入し保険料を納付することが義務づけ
られていますが、所得の額が一定以下の学生の方
は、申請により保険料の納付を猶予される制度が
あります。希望する方は申請してください。
対　　象　平成26年分所得が118万円以下の学生の方
※学校によっては一部該当しない場合があります。
申請場所　役場保険健康課窓口又は清水・三保支所
※各申請場所で申請書を配付しています。
※学生納付特例制度の申請は、年度ごとに必要です。

（日本年金機構からハガキが送付されている方
で、平成27年度も同じ学校に在学する方は、
必要事項を記入し返送してください。）

必要書類
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生であることを証明する書類（申請年度有効

の学生証（コピー可）又は在学証明書）
・年金手帳
・印鑑（本人が署名する場合は不要）
・（会社などを退職して学生になった方のみ）雇用保

険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など
※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな

く納付猶予制度です。
問合せ申請先　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

町親睦ゴルフ大会を開催します
日　時　5月26日（火）※雨天決行。
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　町内にお住まい又はお勤めの方
　　　　※高校生以下は参加できません。
定　員　120名（先着順）
費　用　1人12,000円
　　　　（参加料2,000円、プレー料金10,000円）
　　　　※ゴルフ場利用料・消費税込み、食事付き（限定食）。
プレー　乗用カートによる18ホールセルフプレー
方　法　※スパイクシューズ使用不可。
　　　　※高反発クラブ使用可。
申込み　5月7日（木）期　限
申込み　生涯学習課窓口で配付している申込み用
方　法　紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添

えてお申込みください
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料

は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）　

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、廃品
回収を行いますので、ご協力をお願いします。
　当日のボランティアも募集しています。
日　時　4月18日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会　佐藤（☎070－6635－5134）
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神奈川県知事・県議会議員選挙のお知らせ
　4月12日（日）は、神奈川県知事・県議会議員
選挙の投票日です。各投票区の投票所は次のとお
りです。

投票日時　4月12日（日）7：00～20：00
投票場所

投票区 投票所
山北第1投票区 山北体育館
山北第2投票区 山北町役場
山北第3投票区 高齢者いきいきセンター
山北第4投票区 湯坂公民館
山北第5投票区 山北中学校(柔剣道場)
山北第6投票区 下本村コミュニティセンター
平 山 投 票 区 平山集会所
共 和 投 票 区 共和トレーニングセンター
清水第1投票区 清水ふれあいセンター
清水第2投票区 谷ケ公民館
清水第3投票区 ㈲田中モータース展示室
三保第1投票区 三保支所（和室）
三保第2投票区 畑集会所
三保第3投票区 玄倉公民館

【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、期日前投票ができます。
投 票 日　神奈川県知事選挙
　　　　　3月27日（金）～4月11日（土）
　　　　　神奈川県議会議員選挙　
　　　　　4月 4日（土）～　  11日（土）
投票時間　8：30～20：00
投 票 所　山北町役場1階　町民ホール
問 合 せ　山北町選挙管理委員会（総務防災課内）
　　　　　（☎75－3643）

町職員を募集します！！
　町では、平成27年7月1日採用予定の新採用職員を募集します。

採用予定日 職　種 採用人数 応募資格

平成27年 7月1日 幼稚園教諭・保育士 １名 昭和51年4月2日以降出生で幼稚園教諭
及び保育士の両方の資格をお持ちの方

奨学生を募集します
　町では、町内に住民登録のある高校生・大学生
を対象に奨学金を貸与します。
貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
申請期間　4月6日（月）～30日（木）
申請方法　奨学生願書に在学証明書・成績証明書を

添付し、学校教育課窓口に提出してください
※願書は、学校教育課で配付します。
問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）部員募集
　山北JVCでは、部員を募集しています。いつで
もお気軽に練習体験に参加してみてください。

練習日　毎週水曜日18：00～20：00
　　　　（川村小学校体育館）
　　　　毎週土曜日17：00～19：30
　　　　（山北中学校体育館）
対　象　小学生男女
会　費　年額2,700円
指導者　全日本小学生ジュニアバレーボール指導有資格者など

ジュニアバレーボール（体験）教室を開催します
日　時　4月19日（日）9：00～12：00
場　所　川村小学校体育館
問合せ　山北JVC　松

ま つ だ
田　浩

ひろよし
義（☎76－3481）       

　　　　　　　　　加
か と う

藤　康
やすとも

智（☎75－3373）
　　　　　　　　　湯

ゆ か わ
川　英

ひ で き
樹（☎75－2378）

　　　　　　　　　佐
さ と う

藤　 淳
あつし

 （☎75－2434）
山北JVCホームページ

（ＵＲＬ http://www.geocities.jp/katouyasutomo/jvc.html）

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼付け
たものを１通）、エントリーシート
（町指定のもの）、成績証明書、卒業
証明書、資格証明書、健康診断書（第
1次試験合格者のみ）

※申込書は、4月6日（月）から総務防災課で配付します。
（町ホームページでもダウンロードできます）

給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期
末勤勉手当などを支給）

受付期間　4月20日（月）～24日（金）8：30～17：15
試験日程　第1次試験：5月15日（金）9：00～13：00（予定）
　　　　　第2次試験：第１次試験合格者に直接連絡
試験会場　役場402会議室（第1次試験）
試験内容　第1次試験：
　　　　　一般的な知識についての筆記試験、作文、適正検査
　　　　　第2次試験：
　　　　　第1次試験合格者について、面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）



犬の登録と狂犬病予防注射
　平成27年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後3か月を過ぎた犬には、生涯1回の登録と
毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、今回注射のみとなりま
すが、まだ登録していない犬は、登録と注射を行ってください。

　※犬の新規登録をされる方は、犬の新規登録受付票に必要事項を記入し、当日お持ちください。

きりとり線
犬の新規登録受付票

飼い主について 犬について
住　所 山北町 種類 生年月日 年　 月 　日
氏　名 毛色 性　別 オス ・ メス

電話番号 名前 備　考

対　象　生後3か月以上の犬
料　金　
◎登録済みで注射のみの犬　3,600円
　　注射料金　　　　　　　3,050円
　　注射済証交付手数料　　　550円

◎新規登録と注射をする犬　6,600円
　　注射料金　　　　　　　3,050円
　　注射済証交付手数料　　　550円
　　登録手数料　　　　　　3,000円
　
手続きに必要なもの　愛犬手帳
注　意　
○以下の項目が1つでも当てはまる犬は注射を受

けられません。
　・元気がない
　・妊娠、授乳、発情中である
　・下痢をしている
　・注射後具合が悪くなったことがある
　・病気治療中である
　・１か月以内に他の予防注射を受けている
○犬が病気や高齢の場合は、事前にかかりつけの

獣医師に相談してください。
○転入してきた方は、前にお住まいだった市町村で交

付された鑑札と愛犬手帳を必ずお持ちください。

狂犬病予防注射日程
月　日 時　　間 場　　所

4月30日
（木）

 9：00～ 9：10 役場三保支所
 9：20～ 9：30 畑集会所
10：05～10：15 共和トレーニングセンター
10：35～10：55 平山集会所
11：05～11：30 高齢者いきいきセンター
11：45～12：15 山北町役場

5月1日
（金）

 9:00～ 9：10 ㈲田中モータース駐車場
 9:20～ 9：40 役場清水支所
 9：50～10：00 谷ケ公民館
10：15～10：35 山北体育館
11：00～11：05 旧高松分校グラウンド
11：20～11：40 安洞集会所
11：55～12：15 下本村コミュニティセンター

問合せ　環境農林課生活環境班(☎75－3654）

はかりの定期検査
　商店・農家・病院・学校などで取引や証明行為に
使用するはかりについては、2年に1度定期検査を受
けることが計量法で定められています。
　検査は、（社）神奈川県計量協会の職員がはかり
の所在場所に直接伺います。また、検査は5月中に行
われる予定です。
　商店・農家・病院・学校などではかりを使用してい
て定期検査を受けたことのない方、新規にはかりを
購入した方などは商工観光課へご連絡ください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　　時　①4月18日（土）10：00～15：00
　　　　　②4月19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・焼成費・講師料）
申込み期限　4月15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でご連絡ください
問合せ申込み　講師　山本（☎・FAX 76－4886）



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　4月10日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　乳幼児
持 ち 物　母子健康手帳

1歳児歯科教室
月　　日　4月21日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　平成26年2～5月生まれの乳幼児　
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ
※歯科相談と栄養相談を実施します。

3か月児健康診査
月　　日　4月28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12月、平成27年1月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳

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4～6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 「丹沢讃歌を歌おう」

　西丹沢の山開きで「丹沢讃歌」「大地讃
さんしょう

頌」を合唱
します。ソプラノ・アルト・男声の各パートを募集します。
日　　時　5月31日（日）8：00から
場　　所　西丹沢自然教室
費　　用　1,000円
練習日時　4月18日（土）、25日（土）、
　　　　　5月9日（土）、16日（土）、23日（土）、30日（土）
　　　　　18：00～20：00
練習場所　生涯学習センター3階 視聴覚ホール
問 合 せ　「みんなでハーモニー」事務局　山崎（☎75－0783）

「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。絵本や手遊びで一緒に楽しく
過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。
日　時　4月15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）

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　4月14日（火）※雨天中止。
行き先　富士霊園
集　合　8：40　山北駅表口
費　用　会員の方　　400円（交通費）
　　　　新規入会の方  1,400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
申込み　4月10日（金）期　限　
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

フラダンスを楽しんでみませんか♪
　アオラニフラでは、ハワイに居るような雰囲気の中、楽
しい時間を過ごしています。ぜひ見学にお越しください。
日　時　第1・第3水曜日　19：00～20：30
場　所　健康福祉センター
講　師　片

かたやま
山　弓

ゆ み
美氏

問合せ　アオラニフラ　猪狩（☎75－2639）

≪人権行政相談≫
4月20日（月）13：00～15：00

役場3階　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）

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
4月22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）

今月の納期限
● 4 月 10 日（金）
　上下水道使用料（A 地区第 1 期分）
● 4 月 30 日（木）
　保育園保育料（4 月分）
　放課後児童クラブ負担金（4 月分）
　国民健康保険税（第 1 期分）
　し尿処理手数料（第 4 期分）
　町営住宅使用料（4 月分）
　幼稚園保育料（4 月分）


