
やまきた夕市を開催します
日　時　６月６日（土） 14：00～18：00
　　　　※雨天決行（一部内容を変更することが
　　　　　あります）。
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、ビンゴ
　　　　ゲーム、各種余興ほか
※買い物中のマイカーの駐車は、山北町役場の駐
　車場をご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

お　し　ら　せ　版

やまきたブランド募集
　山北町の地域資源を活用した商品をブランド認
定し、多くの方に知っていただくため、第４期や
まきたブランド認定品を募集します。
募集期間　６月１日（月）～６月12日（金）
※認定審査会は６月下旬頃を予定しています。
申請条件　1.又は2.のどちらかに該当していること
　　　　　1.町内産の原材料を一部でも使用している
　　　　　2.町内で生産・製造・加工している
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課窓口で配付している申請書
　　　　　に必要事項を記入のうえ、お申込みく
　　　　　ださい
※申請書は、町ホームページからもダウンロードできます。
問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）応 募 先　

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を！

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～64歳の時
に献血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分を証
明できるものをお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❶
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開運！癒しの小部屋 やまきた
仕事・病気・人間関係・心の疲れ・困り事…
お悩みのある方、ご連絡ください。

営 業：13時～17時（予約制／不定休）
住 所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道突き当り右手角 Ｐ有り）
T E L：090－4616－8205　小林典子（旧姓：髙山）
予約アドレス ： otsu1117567@docomo.ne.jp
URL : https://sites.google.com/site/rosapristinehandhealing/home

ハンドヒーリング ・2時間 ￥15,000（初回￥10,000） 
・出張費＋交通費￥7,500

いや

やまきた駅前朝市（毎月第１日曜日）
日　　時　６月７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
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　委員長　瀬戸　義信（☎75－0032）

せ と よしのぶ

月　　日 時　　間 場　　所

６月19日（金）10：00～12：0013：00～16：00 役場前駐車場

性　　別 年　　齢 体　　重
男　性
女　性

17～69歳
18～69歳

50kg以上
50kg以上

献血ができる方

第15回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開 催 日　７月19日（日）※小雨決行。
会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　　目　10キロコース・５キロコース
参 加 費　小・中学生　１人 1,000円
　　　　　高校生以上　１人 2,500円
申込み期限　６月25日（木）まで
申 込 み　生涯学習課窓口で配付している申込み
方　　法　用紙に必要事項を記入し、参加費を添
　　　　　えてお申込みください
※パソコン又は携帯電話から申込みができるよう
になりました。URL（http://runnet.jp/）

　ただし、無料会員登録が必要で、参加費
　のほか別途手数料がかかります。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）



児童手当を受給されている方へ
　～現況届・子育て世帯臨時
　　特例給付金のお知らせ～　
○現況届について
　５月31日現在、児童手当を受給している方は現
況届の提出が必要です。
　現況届は、養育状況や収入状況を確認するため
の大切な届けです。現況届が未提出の場合、６月
分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず
提出してください。
　なお、現況届用紙などは６月上旬に受給者へ郵
送します。

受付期間　６月１日（月）～30日（火）

○子育て世帯臨時特例給付金について
　消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響
を緩和するため、前年度に引き続き、「子育て世
帯臨時特例給付金」が支給されます。
　詳細は、現況届に同封する申請書とチラシをご
確認ください。

対 象 者　平成27年６月分の児童手当の受給者
※５月31日現在に住民票がある市町村から支給さ
れます。
※所得が一定以上の方（児童手当が特例給付とな
る方）及び生活保護を受給している方は対象と
なりません。
給 付 額　児童手当の支給対象となる児童１人に
　　　　　つき、3,000円
受付期間　６月１日（月）～９月30日（水）

問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❷

YKA健康ウォーキングの参加募集
日　時　６月16日（火）※雨天中止。
行き先　小田原市諏訪原・西部丘陵（飯田岡駅か
　　　　ら、わんぱくらんど経由小田原駅）
集　合　８：00　山北駅表口
費　用　会員の方 1,280円（交通費）
　　　　新規入会の方 2,280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、敷物、雨具、健康保険証など
申込み　６月12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）

がん検診無料クーポン券を送付します
　次の年齢の方に、がん検診無料クーポン券を送
付します。詳細は、同封する書類・町のカレン
ダーでご確認ください。

【乳 が ん】　
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日生まれの女性の方

【子宮がん】
平成6年4月2日～平成7年4月1日生まれの女性の方

【大腸がん】
昭和49年4月2日～昭和50年4月1日生まれの方　
昭和44年4月2日～昭和45年4月1日生まれの方　
昭和39年4月2日～昭和40年4月1日生まれの方　
昭和34年4月2日～昭和35年4月1日生まれの方　
昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生まれの方　

問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

山北中学校の環境ボランティアを募集します
　山北中学校PTAでは、学校の環境ボランティア
を募集します。
　ボランティアには、校庭や学校周辺の樹木の剪定
や、草刈りなどのお手伝いを行っていただきま
す。活動に伴う保険代はPTAで負担します。一度
だけの参加でも構いません。

問合せ　山北中学校PTA副会長　岩渕　和信（教頭）
応募先　（☎75－0755）

せんてい

いわぶち かずのぶ

長寿夫妻に記念品を贈呈します
　町では、長寿をお祝いして、結婚50年・60年・
70年を迎えるご夫妻に記念品（金盃と記念写真）
をお贈りします。
　平成27年９月15日現在で1年以上町内にお住ま
いのご夫妻で該当する方は、６月19日（金）まで
に福祉課へ電話でご連絡ください。
【結婚50年】
昭和39年９月16日～昭和40年９月15日に結婚
し、結婚後50年に達する夫妻

【結婚60年】
昭和29年９月16日～昭和30年９月15日に結婚
し、結婚後60年に達する夫妻

【結婚70年】
昭和19年９月16日～昭和20年９月15日に結婚
し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経過
している方が対象となります。

※記念写真の撮影は、７月22日（水）～ 26日（日）
　９：00～16：00の都合のよい日時で行います。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

きんぱい



「こどもコンサート2015」
出演団体を募集します！

参加資格　町内外でこどもを中心に、太鼓・和洋
　　　　　楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活
　　　　　動をしている団体
参加費用　無料
申込み期限　６月30日（火）まで　

【コンサートについて】
開催日時　８月22日（土）　13：00～17：00
開催場所　生涯学習センター

問 合 せ　こどもコンサート2015
申 込 み　実行委員会幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111又は090－3203－5940）
　　　　　（メール：syasui@rice.ocn.ne.jp）

不法電波から暮らしを守れ！
～電波利用環境保護周知啓発強化期間～
　総務省では、６月１日（月）から10日（水）ま
でを「電波利用環境保護周知啓発強化期間」とし
て、電波を正しく利用していただくための周知・
啓発活動及び不法無線局の取締りを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。
電波のルールはみんなで守りましょう。

問合せ　関東総合通信局
・不法無線局による混信・妨害について
（☎03－6238－1939）
・テレビ・ラジオの受信障害について
（☎03－6238－1945）
・地上デジタルテレビ放送の受信相談
（☎03－6238－1944）

女性の健康相談
日　時　７月３日（金）9：30～11：30
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター　
　　　　２階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する
　　　　相談をお受けします
※予約制。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　（☎83－5111　内線464）

男性のための料理教室
日　　時　６月13日（土）9：30から
場　　所　健康福祉センター２階　調理実習室
内　　容　変わりコロッケ料理
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
申込み期限　６月９日（火）まで
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　①６月20日（土）10：00～15：00
　　　　　②６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・焼成費・講師料）
申込み期限　６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）

❸

ホタル観賞会へのお誘い
　向原滝ホタルの会では、山北町の大いなる財産
である「緑と水」を活かしたホタルの生息活動に
７年前より取り組んできました。
　その結果、ここ数年ホタルの飛翔が多く確認され
たので、次のとおりホタルの観賞会を開催します。
　ぜひ、ご家族揃ってお楽しみください。
　先着100名のお子さんには、牛乳又は駄菓子の
プレゼントもご用意しています。
日　時　６月７日（日）19：00から
　　　　※雨天中止。
場　所　山北中学校の奥（町営住宅跡地）
※駐車場は山北中学校の奥（東名高速道路高架橋
下）をご利用ください。

※ホタルは持ち帰らないでください。
問合せ　滝ホタルの会　小林　秀雄（☎75－0425）

こばやし ひで お

汚泥発酵肥料を無料配付します
　足柄上衛生組合は、汚泥発酵肥料（足柄のみの
り）を無料でお配りしています。

配付方法　申込みのうえ、軽トラック、2ｔダンプ
　　　　　車などの自動車で取りに来てください
※肥料は、袋詰めされていません。
主な成分　窒素全量1.2％、りん酸全量0.7％、
　　　　　加里全量0.5％未満、炭素窒素比14
登録番号　生91075号（農林水産省登録の肥料です）
※平成27年３月３日に肥料を測定した結果、放射
性セシウムは不検出でした。安心してお使いい
ただけます。　
問合せ　足柄上衛生組合業務課
申込み　（☎74－0722）

か　り



❹

問い合わせ先
入所相談 ▼新規施設　開設準備室　☎0550-88-1594　担当／堀江
職員採用 ▼医療法人社団　青虎会　☎0550-89-9953　担当／高橋

平成27年9月　新規施設開設 FUJI TORANOMON GROUP

介護老人保健施設・介護付き有料老人ホーム  菜の花の丘

完成予想図

■利用定員 ●介護老人保健施設（入所） １００人
 　（要介護認定者が利用する施設です）
 ●ショートステイ（短期入所） ２４人
 ●デイケア（通所） ２０人
 ●介護付き有料老人ホーム（入所） ９０人
 　（介護保険が無くても利用できる施設です）
■募集職種 ●看　護　師　募集人数　若干名
 ●介　護　員　募集人数　１５名
 　（必要教育等は行いますので資格等無くても応募可能となります）
 ●生活相談員　募集人数　　１名（社会福祉士・介護支援専門員）
　※給与・労働条件等は面接の際に決定させて頂きます。

静岡県　小山町（足柄駅より徒歩10分）
入 所 相 談
受　付　中

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オープニング
スタッフ募集

≪人権行政相談≫
６月22日（月）13：00～15：00

平山集会所
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の健康について、お気軽
にご相談ください。

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
6月17日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

今月の納期限
●6月1日（月）
　軽自動車税
　固定資産税（第１期分）
　保育園保育料（５月分）
　放課後児童クラブ負担金（５月分）
　町設置型浄化槽使用料（３・４月分）
　町営住宅使用料（５月分）
　幼稚園保育料（５月分）
●６月10日（水）
　上下水道使用料（A地区第２期分）
●６月30日（火）
　町県民税（第１期分）
　保育園保育料（６月分）
　放課後児童クラブ負担金（６月分）
　下水道受益者負担金（一括納付又は第1期分）
　町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第1期分）
　町営住宅使用料（６月分）
　幼稚園保育料（６月分）

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　６月17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）

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

６月23日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成27年２～３月生まれの乳児
母子健康手帳

３か月児健康診査

受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
平成26年６～８月生まれの乳児
※満10か月から誕生日前日まで
母子健康手帳、お誕生前健診票

６月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

６月12日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
乳幼児の計測、健康相談、栄養相談、
乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは６月より予
約制となります（先着4名、初めて受
ける方・産後6か月以内の方優先）。
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
タオル

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。


