
山北鍼灸整骨院
（交通事故・労災・各種保険取扱）

長年西洋医学、東洋医学の現場で
経験を積んだ施術者が治療を行います。

山北町山北 1307-1　Tel.0465-75-3322

●当院は
　予約制では
　ありません。

平　日
土曜日

9:00～13:00、14:00～19:00
9:00～12:00

休診日 日曜日・祝祭日
※治療時間を短縮し、ご迷惑をおかけ致しました。
　７月より上記の時間にて診療致します。

開運！癒しの小部屋 やまきた
エネルギー調整をして、心と体の不調和を解消し、

やがて開運されます。
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（山北駅前交番入ってすぐ左折、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）

いや

森林セラピー体験ツアー参加者募集
「やまきた秘境発見！（町民向け）プラン」
日　時　９月12日（土）９：40～15：00
場　所 「西丹沢西沢コース」（健脚向け）
集　合　西丹沢自然教室（中川867）
対　象　町内に在住の方
内　容　 9：40 集合受付、ストレス度チェック
　　　　10：00 セラピーウォーキング
　　　　12：20 昼食（郷土食　みほ弁）
 森のハンモック
　　　　15：00 ストレス度チェック、解散
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる
　場合があります。
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
※参加者が５名以上で開催します。
費　用　800円（交通費別途）
準　備　ウォーキングができる服装や着替え、リュ
　　　　ックサックなど
申込み　参加申込書により、直接またはＦＡＸ、
方　法　メールにてお申込みください
※申込書は、役場または健康福祉センターで配付
　しています。町ホームページからもダウンロー
　ドできます。
（URL　http://www.town.yamakita.kanagawa.jp）
※参加申込受付完了後、後日申込代表者へ詳細を
　お知らせします。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822・ FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成26年度敬老のつどいの祝金品として配付し
た山北町商品券の有効期限は、８月31日（月）ま
でです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、有効期限に
ご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金品と同封の一覧表をご覧ください。
　
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

お　し　ら　せ　版

日本赤十字社員増強運動のお礼
　５月に実施しました「日本赤十字社員増強運動」
に、3,505世帯から1,785,100円の社資をお寄せ
いただきました。みなさんの善意に厚くお礼を申
し上げます。
　なお、この社資は日本赤十字社神奈川県支部へ
送らせていただきました。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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大絵図・切絵図の一般公開について
　町の土地図面の資料として保存している大絵図
と切絵図の整備が完了したため、７月１日より閲
覧ができるようになりました。閲覧を希望される
方は役場１階町民税務課へお越しください。　

閲覧手数料　１冊　300円（コピーは不可）
※カメラ持参の場合は写真撮影が可能です。
※閲覧の際には、印鑑または本人確認ができる証
　明書（運転免許証など）が必要となります。

問　合　せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

親子で食育クッキング
～にぎらないおにぎり？！　　
　　おにぎらずを作ろう～

　好きな具材をご飯とのりで挟むだけ！話題のお
にぎらずを楽しく作ります。
　だしからとったすまし汁は格別です。この機会
にだしの美味しさを味わってみませんか？　パパ
も大歓迎です。
  
日　時　８月22日（土）
　　　　10：00～13：00（９：45受付）

場　所　健康福祉センター　２階　栄養指導室

対　象　年長組、小学校１～３年生とその保護者
※対象年齢外のお子さんのご参加はご相談ください。
※アレルギーをお持ちの方は申込み時にお聞かせ
　ください。

内　容　おにぎらず（にぎらないおにぎり）
　　　　すまし汁

定　員　15組（先着順）　

参加費　１人300円

持ち物　エプロン、三角巾、ハンドタオル
　　　　上履き（お子さんのみ）

申込み　８月14日（金）までに、健康福祉センター
期　限　窓口または電話にてお申込みください

問合せ　保険健康課健康づくり班 
申込み　（☎75－0822）

❷

ひざ・腰　楽々　運動教室
講演会のご案内

日　時　８月20日（木）10：00～11：30

場　所　健康福祉センター　多目的室 1

対　象　町内在住で運動、水中運動に興味のある方

内　容　・水中運動の効果についての講演
　　　　・屋内での運動実践
※運動のできる服装、靴でお越しください。

講　師　健康運動指導士　西田　恵美子　氏

費　用　無料
※参加を希望される方は事前にお申込みください。

問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

にし だ え み こ

♪「第4回絆コンサート」を開催します
　よく知られた曲目ばかりの親しみやすいコン
サートです。
　真夏の昼下がり……気軽にお越しください！

日　時　８月23日（日）開場13：00　開演13：30

場　所　生涯学習センター　多目的ホール

曲　目　おおシャンゼリゼ、花は咲く（コーラス）
　　　　ハワイアンメドレー（ウクレレ&歌）ほか

入場料　無料

後　援　山北町教育委員会

問合せ　「コールひまわり」「こえだ倶楽部」事務局
　　　　奥津　明子（☎・FAX 75－1342）

おく つ あき こ

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　時　８月29日（土）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、化粧土にはる文様付け）

講　師　つぶらの窯　山本　わたる　氏

定　員　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）

持ち物　弁当、飲物、汚れてもよい服装（エプロ
　　　　ンなど）

申込み　８月26日（水）まで期　限

申込み　参加者氏名・連絡先を電話又はFAXで
方　法　ご連絡ください

問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）申込み

やまもと



星座教室に参加しませんか
月　日　９月４日（金）
※天候不良の場合は、９月７日（月）に延期します。

場　所　旧三保中学校グラウンド　

集　合　役場西側駐車場　18：50（解散　20：50）
※町の中型バスで行きます。
※集合場所までは、必ず児童の送迎をお願いします。
※清水・三保地区の児童については、現地直行も
　可能です。

対　象　小学校４～６年生

定　員　30名（定員になり次第、締切り）

参加費　無料

持ち物　懐中電灯など

申込み　８月21日（金）まで期　限

申込み　直接または電話でお申込みください方　法

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申込み　（☎75－3649）

デング熱に気をつけましょう
　デング熱はヒトからヒトには感染せず、ウイル
スをもったヒトスジシマカという蚊に刺された場
合のみ発症します。約３～７日後、突然の発熱で
始まり、頭痛、目の奥の痛み、筋肉痛、骨関節痛、
発疹などの症状が現れますが、一般的には１週間
ほどで回復します。
　デング熱の症状が現れたら、自己判断せず医療
機関にご相談ください。

☆主な予防策
・長袖、長ズボンを着用するなど肌の露出を少な
　くする。

・虫除けスプレーなどを使用する。

・住まいの水たまりをなくすなど、蚊の発生を防ぐ。

問合せ　保険健康課健康づくり班（健康福祉セン
　　　　ター内）（☎75－0822）

第34回青色申告「小学生の税の書道展」
作品を募集します

　小田原青色申告会主催「小学生の税の書道展」
は、今年で34回目の開催となります。税務署・県
税事務所・県西２市８町、個人事業主や企業など、
多くのみなさんの後援を受けて、秋には入賞作品
の展示と表彰式が行われます。
　今年も小学生のみなさんの元気な作品のご応募
をお待ちしています。

応募締切　９月１日（火）

応募方法　夏休み前に各小学校に配付した台紙に
　　　　　作品を貼って、学校へ提出してください

対　　象　小学生

問 合 せ　青色申告会事務局（☎24－2613）

森あそび　粘土で遊ぼう
日　時　９月12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　粘土でカップ作り

定　員　30名（先着順）

費　用　1,000円（活動費・材料代・保険代など）

持ち物　お弁当・飲み物・タオル・汚れてもよい
　　　　服装

申込み　８月30日（日）９：00から電話にてお申
方　法　込みください

❸

～丸太の森  イベント参加者募集～
足柄森林公園丸太の森
（☎７４－４５１０）



＜お問い合わせ先＞　（株）山北まちづくりカンパニー　☎４６－８４７４

完成予想図

　当社は町活性化を目的として、本年５月に地元有志・企業により法
人として設立しました。山北駅北側に整備するコンビニとカフェをベー
スとして、将来的には様々なまちづくり事業の展開を検討しています。
　この度、事業に必要となる資金を調達するために優先株式を発行
することといたしました。当社の事業にご賛同いただける町民の皆様
には、当社からお渡しする “優先株式発行のご案内” をご覧いただき、
内容とリスクをご理解された上で、本優先株式への投資についての
ご検討をお願いいたします。　　

※本事業は、町の「山北駅元気づくりプラン」に基づく、商業施設整備につい
ての公募に提案し、２回の事業者選定委員会を経て、本年２月に最終決
定されたものです。詳細な経緯等については役場ＨＰをご覧ください。

⑴募集株式 ㈱山北まちづくりカンパニーＡ種優先株式
⑵募集株数 1,200株（１株５万円）
⑶優先配当 1株につき年500円（１％） 初年度のみ250円
⑷申込期日 平成27年９月22日

＜優先株式の概要＞

（株）山北まちづくりカンパニーからのお知らせ

山北町の活性化に参加しませんか?

❹

今月の納期限
●８月 12日（水）
　上下水道使用料（A地区第3期分）

●８月 31日（月）
　町県民税（第2期分）
　保育園保育料（8月分）
　放課後児童クラブ負担金（8月分）
　国民健康保険税（第3期分）
　介護保険料（第2期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第2期分）
　町営住宅使用料（8月分）
　幼稚園保育料（8月分）

《人権行政相談》
８月20日（木）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。

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
8月19日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制

時　間

「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

８月21日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年６～８月生まれの幼児
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
にはむし歯予防の薬をぬります。

日　　時
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８～10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

８月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

８月18日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年11月～平成26年１月生ま
れの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳６か月児健康診査

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

８月25日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年４～５月生まれの乳児
母子健康手帳


