
リラクゼーションサロン「アンナマリー」
初回500円 割引あり

☆ボディケア&ヘッドケア&ホットストーン（もみほぐし）
30分2000円、60分4000円、90分6000円（延長10分700円）

☆スピリチュアルヒーリング
30分3000円、60分5000円、90分8000円

住　所：山北町山北1714（山北駅前交番裏の道、つき当り右手角　Ｐ有り）
営業日：毎週土曜11時～18時

ご予約・お問い合わせ、まずはお電話ください。
≪予約制≫080－1237－4051（高山中子）

（9／19㈯臨時休業）※他9／4㈮

「こどもコンサート2015」を開催します
　今年もこどもコンサートを開催します。観客及
び出演者全員参加の抽選会も行います。ぜひご参
加ください。

開催日時　８月22日（土）13：30～17：00

開催場所　生涯学習センター１階　多目的ホール

参加団体　・山北ジュニアコーラス
・チーム川村2015
・JSC dance Jr
・ピノッキー
・川村ばやし山北保存会
・くっきーず
・スマイリーキッズA＆B
・洒水太鼓を守る会

入 場 料　無料

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

町内防犯灯のＬＥＤ化工事を行います
　町では、維持管理業務の軽減やCO2排出量の削
減による環境負荷の軽減に寄与することを目的に
町内防犯灯約1,700基のLED化を実施します。
　施工にあたっては町民のみなさんの安全に十分
注意し行っていきますので、ご協力をお願いします。

工事期間　８月下旬～９月下旬（予定）
※交換工事は町内の電気業者が行います。
※工事前に、既設の防犯灯の位置や柱の状態の確
　認を行います。

問 合 せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

お　し　ら　せ　版

成人式第2部の実行委員募集
　町では、平成28年１月10日（日）に開催する成
人式の実行委員を募集しています。

対　　象　町内にお住まいで、平成７年４月２日から
　　　　　平成８年４月１日までに生まれた方

内　　容　成人式第２部の企画・運営（会議に４
　　　　　回程度出席していただきます）

募集人員　若干名

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

消防団同時多発火災訓練を実施します
　防災訓練に併せ町内５か所で、消防団による同
時多発火災訓練を行います。

日　時　８月30日（日）9：22～9：50
※悪天候などにより防災訓練が中止になった場合
　は、この訓練も中止します。

場　所　尺里中地区、湯坂地区、峰下地区
　　　　大蔵野地区、玄倉地区

内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、サイレンが鳴りますが、火災と間違え
　ないようご注意ください。
※訓練に伴い一部で交通規制がかかりますので、
　ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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全国一斉「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」強化週間

　９月７日（月）から13日（日）は、全国一斉「高
齢者・障がい者の人権あんしん相談」強化週間です。
　高齢者や障がいのある方に対する暴行・虐待など
の人権問題について、県人権擁護委員連合会所属
の人権擁護委員及び法務局職員が無料で電話相談
をお受けします。ひとりで悩まず電話してください。
　
実施期間　９月７日（月）～13日（日）

受付時間　８：30～19：00
  　　　　（土・日曜日は10：00～17：00）

相 談 先　☎0570－003－110

費　　用　無料

問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

屋外広告物についてお知らせ
9月10日は「屋外広告の日」です
　町では、神奈川県屋外広告物条例に基づき良好
な景観の形式と危険防止の観点から、屋外広告物
の表示・設置に関し、みなさんに守っていただく
ルールを定めています。

屋外広告物とは
・常時又は一定の期間（５日以上）継続して屋
外で公衆に表示されるもの
・看板、立看板、はり紙及び、はり札並びに広
告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出さ
れ、又は表示されたもの、並びにこれらに類
するもの（広告物を掲出する物件を含む）

基　　準
・５種類の許可地域があり、許可地域ごとに面
積、高さなどの基準に違いがあります

許　　可
・屋外広告物の表示、設置には許可が必要で一
部を除き３年の更新制度（自動更新ではない）
・許可申請の手続きをする際には手数料が必要
です

※自家用で合計の面積が10㎡以下は、許可不要で
　す。（禁止地域においては5㎡以下）
※公共的な場合は、許可不要の場合があります。

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）
※神奈川県屋外広告物条例などについて、詳しく
は「かながわの屋外広告物」ウェブサイト
（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f692/）
をご覧ください。

介護予防塾のスタッフ募集
　町では、介護予防塾に従事するスタッフを募集
しています。市販の履歴書に記入し提出してくだ
さい。

勤務日　月・水・金曜日の８：30～16：00
　　　　（原則週３日勤務できる方）

資　格　普通運転免許証を所持し、人付き合いが
　　　　好きな方で、次のいずれかに該当する方
　　　①ヘルパー又は介護福祉士資格を有する方
　　　　（履歴書に資格を有する書類を添付）
　　　②身内や介護施設などにおいて、１年以上
　　　　介助経験がある方（履歴書に記載）

時　給　①は970円　②は890円

交通費　規定に基づき別途支給

勤務内容　介護予防塾（高齢者が参加）におけるレ
　　　　クリエーション活動や体操のお手伝い

申込み　９月11日（金）まで期　限

問合せ　保険健康課保険年金班
申込み　（☎75－3642）

山北診療所　臨時任用職員募集
勤務場所　山北町立山北診療所（谷ケ1018-20）

職　種　事務職員（年度契約更新・パート勤務）
※診療所を受託運営する、公益社団法人 地域医療
　振興協会での採用となります。
※週32時間程度勤務できる方、医療事務経験者歓
　迎。

勤務時間　8：30～17：30
　　　　（木・土曜日は8：30～12：30まで）
　　　　※日曜日・祝日は休業。

給　与　時給896円～（勤務経験により異なる）

応募方法　８月25日（火）までに、電話連絡の上、
　　　　履歴書を山北診療所へ郵送してください

問合せ　山北町立山北診療所
応募先　安藤（☎77－2281）
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町民文化祭　一般参加者募集
開催日時　展示発表：11月1日（日）～3日（火・祝）
　　　　芸能発表：11月8日（日）

対　象　町内にお住まいの方

部　門　展示発表：絵画・書・手工芸などの作品
　　　　　　　　　展示
　　　　芸能発表：町内で活動する個人又は団体
　　　　　　　　　で、15分以内の発表

申込み　９月４日（金）まで（芸能発表のみ）期　限
※芸能発表については、一般参加者の代表者１名
　が実行委員会に加わっていただき、一緒に企画
　などをお願いします。

問合せ　山北町文化団体連絡協議会
申込み　滝本（☎77－2646）

町民レポーター募集
　町では、町の広報媒体（広報やまきたなど）に
ボランティアで記事・写真を寄稿していただける
町民の方を募集しています。
　
応募資格　
　・町内に居住し、「町民レポーター」として記事
　　を寄稿していただける方
　・応募時点で満16歳以上の方
　・カメラを所有し、写真を撮影してデータなど
　　の提供ができる方
　・レポーターとしての取材活動をボランティア
　　活動として認識し、協力できる方

応募方法　
　・氏名（ふりがな）、住所、電話番号、職業を記
　　入の上、郵送又はメールにてご応募ください
・郵送の場合は、氏名などの必要事項を記入
（書式は問いません）の上、役場企画財政課
　（〒258－0195 山北町山北1301-4）までお送
りください

　・メールの場合は、件名に「町民レポーター募
　　集」と記入し、本文に氏名などの必要事項を記
　　入の上、次のアドレスまで送信してください
　　（kikaku-zaisei@town.yamakita.kanagawa.jp）
※応募者多数の場合は、居住地域などを考慮して
　選考します。

応募期限　８月31日（月）まで

問 合 せ　企画財政課企画班（☎75-3652）

親子でからだを使って遊ぼう
～子育て支援教室のご案内～
　親子で楽しくからだを動かしませんか？
　全身を使ったからだ遊びは、子どもの発育発達
にも効果的です。パパのご参加も大歓迎です！

日　　時　９月12日（土）
　　　　　10：00～11：30（受付９：45から）
場　　所　清水ふれあいセンター（清水支所）
対　　象　町内在住の１歳半（１人で立てる）～
　　　　　３歳以下の幼児とその保護者
※対象年齢外のお子さんの参加も可能です。ご相
　談ください。
内　　容　・親子であそぼう（演習）
　　　　　・こころの発達と遊びの力
講　　師　保育士、心理士、保健師
定　　員　15組（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料
申込み期限　９月４日（金）まで
申 込 み　健康福祉センター窓口又は電話にて
方　　法　お申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

松田町婚活イベント
『松コン』参加者募集

　松田町では、今年度より「松田町縁結びサポー
ト事業実行委員会」を設立し、未婚の方のみなさ
んに出会いのきっかけを作るため、婚活イベント
を開催します。
　素敵な出会いを求めて参加してみませんか。

日　　時　10月25日（日）
　　　　　15：00～19：00（受付14：30から）
集合場所　松田町役場　４階　４AB会議室
内　　容　松田山ハーブガーデンにてBBQ など
定　　員　男性・女性　各20名
※定員を越えた場合は、抽選になります。
参 加 費　男性5,500円　女性2,500円
募集年齢　25歳から45歳の独身の方
※イベント開催日時点での年齢とします。
申込み期間　８月18日（火）～９月18日（金）
申込み方法　エントリーシートに必要事項を記入の上、
　　　　　FAX又はメールにてお申込みください
※松田町ホームページから直接お申込みもできま
　す。（http://town.matsuda.kanagawa.jp/）
※エントリーシートは松田町ホームページからダ
　ウンロードできるほか、松田町役場定住少子化
　担当室にて配付しています。
主　　催　松田町縁結びサポート事業実行委員会
後　　援　松田町、（一社）あしがら青年会議所、
　　　　　足柄上商工会
問 合 せ　松田町定住少子化担当室定住少子化対策係
申 込 み　（☎84－5541　FAX83－1229）　
　　　　　（メールteiju@town.matsuda.kanagawa.jp）
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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確認ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

障がいのある方の歯科検診
　障がいのある方の歯科検診を無料で行います。

日　時　９月10日（木）13：00～15：00

場　所　（一社）足柄歯科医師会保健センター
　　　　１階　歯科診察室
　　　　（南足柄市班目1547足柄衛生センター内）

対　象　身体・知的・精神に障がいのある方

内　容　歯科検診・相談

費　用　無料

申込み　８月27日（木）まで期　限

申込み　役場福祉課窓口又は電話
方　法　にてお申込みください

問合せ　福祉課福祉推進班　
申込み　（☎75－3644）

「山北町商品券」をご利用ください
　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。
※おつりは出ませんのでご注意ください。

購入場所　役場会計課及び清水・三保支所

有効期限　１年間
※有効期限の近づいている商品券をお持ちの方は、
　お早めにご利用ください。

特定事業者のみなさんへ

　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）

合併処理浄化槽を設置しましょう
　衛生的で快適な生活と河川や水路などの水環境
の保全を図るために、合併処理浄化槽を設置しま
しょう。
　また、下水道処理区域の方は、公共下水道に接
続するようお願いします。

【合併処理浄化槽設置補助金について】
○共和・清水地域にお住まいの方へ
　新築や改築により、合併処理浄化槽を設置する
場合や、単独処理浄化槽・くみ取りから合併処理
浄化槽へ切替えを行う場合は、町からの補助があ
ります。

○三保地域にお住まいの方へ
　高度処理型合併処理浄化槽の設置を希望する方
は、町が設置工事を行います。
　町が設置した高度処理型合併処理浄化槽につい
ての維持管理は町が行いますが、設置の次の年度
より分担金、使用開始と共に浄化槽使用料が必要
となります。

※補助金などについては、国の基準改定などによ
　り変更となる場合があります。
※補助金申請についての詳細は、役場上下水道課
　へお問合せください。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
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ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動体験教室
日　時　①９月 1日 （火）11：00～12：00
　　　　②９月 8日 （火）11：00～12：00
　　　　③９月 15日 （火）11：00～12：00
場　所　健康福祉センター ３階運動浴室
対　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成人
　　　　の方
講　師　健康運動指導士　西田　恵美子　氏
費　用　１回400円（運動浴室・さくらの湯利用料）
※お申込みの方へは詳細を別途ご連絡します。
※10月からは水中運動継続教室を実施します。
　詳細は９月16日発行おしらせ版に掲載します。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

男性のための料理教室
日　時　９月５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　カレー
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　８月28日（金）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口又は電話にてお
方　法　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）

世界一長い板かまぼこ作り挑戦
メンバー募集

日　時　10月４日（日）10：00～12：00（予定）
場　所　小田原かまぼこ通り
　　　　（小田原蒲鉾会館前　小田原市本町3-4-17）
内　容　世界一長い板かまぼこの世界記録に挑戦
定　員　330名
※未就学児は保護者同伴。
※申込者多数の場合は抽選になります。
参加費　無料
申込み　９月18日（金）まで（必着）期　限
申込み　参加者の住所、氏名、年齢、連絡先を電
方　法　話又はFAX、メールにてご連絡ください
問合せ　神奈川県県西地域県政総合センター
申込み　企画調整部企画調整課
　　　　（☎32－8903　FAX32－8111）
　　　　（メールkenseiac.kikaku@pref.kanagawa.jp）
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落札事業所名 予定価格
（消費税込み）

契約額
（消費税込み）事　業　名担当課

平成27年度
谷峨跨線橋耐震補強・補修工事 株式会社磯部組 38,739,600円

26,870,400円

5,572,800円

3,391,200円

38,037,600円

25,488,000円

5,508,000円

3,294,000円

都市整備課

平成27年度
向原地区（村雨）公共下水道整備工事 株式会社荻野工業上下水道課

平成27年度
向原地区（村雨）配水管布設工事

株式会社エム・ティ・
シー山北事務所上下水道課

平成27年度
山北町立山北中学校食器洗浄機購入

新日本厨機株式会社
横浜営業所学校教育課

入札結果７月中

※工事は130万円超、委託は50万円超、物品は80万円超、賃貸借は40万円超の案件を掲載しています。
※指名業者など、詳しくは、町ホームページ事業者向け情報に掲載しています。

問合せ　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

スロートレーニングの参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の運動教
室を開催します。スロートレーニングは手軽な運動
で、高い効果が得られるストレッチと筋力のトレー
ニングです。会員と楽しくトレーニングしませんか。

日　時　９月20日（日）
　　　　９：30～11：00（受付９：00）
場　所　健康福祉センター　多目的室 1
講　師　理学療法士　石田　拓也　氏
　　　　健康運動指導士　金盛　智也　氏
定　員　35名（定員になり次第、締切り）
費　用　300円
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット、筆記用具
※ヨガマットのない方はご相談ください。
申込み　９月10日（木）までに健康福祉センター
期　限　窓口又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）
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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

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　８月25日（火）14：00～16：00

場　所　役場３階　301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）

❻

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

９月１日（火）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

虐待予防相談
　乳幼児・高齢者への虐待、配偶者間の暴力など
の相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所

９月３日（木）
９：30～10：30
健康福祉センター　相談室１

精神保健福祉相談
　認知症、アルコール依存症、ひきこもり、うつ
などの相談を保健師がお受けします。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

内　　容

持 ち 物

９月３日（木）
９：45～10：00
健康福祉センター
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
10：00～12：00
妊娠中の栄養、調理実習
13：30～15：30
歯の衛生、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、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

ママパパクラス

※動きやすい服装でお越しください。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

９月８日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成24年６～８月生まれの幼児
母子健康手帳、３歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙・尿検査）

３歳児健康診査


