
開運！癒しの小部屋 やまきた
エネルギー調整後、心と体の不調和を解消し、開運されます。
事業・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 （旧丹羽診療院）
 ※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

プリスタインヒーリング ・2時間 ￥15,000（初回￥10,000）

いや

お　し　ら　せ　版

臨時福祉給付金の申請が始まります
　消費税の引上げに伴い、所得の低い方への影響
を緩和するために、昨年度に引き続き、臨時福祉
給付金が支給されます。

対　　象　平成27年１月１日において、山北町に
住民登録があり、平成27年度町民税（均
等割）が非課税の方

※平成27年度町民税（均等割）が課税されている方の
扶養親族や、生活保護の受給者は対象となりません。
支 給 額　6,000円
申請期間　９月１日（火）～ 11月30日（月）
申請方法　申請書に必要事項を記入し、役場福祉

課又は清水・三保支所へ持参又は郵送
してください

※対象であると思われる方には、個別にお知らせ
　と申請書を郵送します。
※申請がなければ支給することができませんので
　ご注意ください。　
【申請に必要なもの】①申請書　②印鑑　③本人
確認書類（免許証、パスポートなど写真付きの
もの）　④振込先の口座情報（通帳・キャッ
シュカードの写しなど、昨年と同じ口座を指定
する場合には必要ありません）

“振り込め詐欺にご注意ください！”
　申請内容について、町から問合せをすることが
ありますが、ATM（現金自動預払機）の操作を
お願いすることや、支給のための手数料などの振
込みを求めることは、絶対にありません。
　もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐ
に役場又は松田警察署（☎82－0110）にご連絡
ください。
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　９月６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、詰め放題
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

平成28年度入園予定者の
幼稚園・保育園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を
開催します。来年度、入園を希望されるお子さん
が参加する競技を予定していますので、ふるって
ご参加ください。

※駐車場に限りがありますので、車での来園はご遠慮ください。
問合せ　幼稚園については、山北幼稚園（☎75－1530）
　　　　保育園については、わかば保育園（☎75－1144）

❶
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ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

ごみの収集日について
　祝日に伴い、ごみの収集日が通常の曜日と異な
りますので、町民カレンダーをご確認いただき、
お間違えのないようお願いします。

※町民カレンダーに収集日要注意印がついています。
問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

地　区
全地区

収集日
９月22日（火・祝） もえるごみ

種　別

園　名

山北幼稚園

岸 幼 稚 園

三保幼稚園

わかば保育園

向原保育園

月　　日
10月10日（土）
※雨天時順延（ただし12日（月・祝）まで）。
10月10日（土）
※雨天時順延（ただし12日（月・祝）まで）。
９月27日（日）
※雨天時、場所は三保小学校体育館。
９月26日（土）
※雨天時10月3日（土）に延期。
９月26日（土）
※雨天時10月3日（土）に延期。



第51回足柄上地区交通安全
総ぐるみ推進大会キャンペーン
　交通事故から子どもやお年寄りを守るために、
一人ひとりが交通安全について考え、交通ルール
の遵守と交通マナーの向上に取り組むよう、秋の
全国交通安全運動期間中にイベント・街頭キャン
ペーンを行います。多くの方々の参加をお待ちし
ています。

日　時　９月28日（月）10：00～11：20
　　　　※小雨決行、荒天中止。

場　所　松田自動車学校　

内　容　・式典
　　　　・三遊亭萬窓氏による交通安全落語
　　　　・シートベルトコンビンサーによる衝突
　　　　　時の衝撃体験
　　　　・シルバードライビングスクール体験
　　　　・啓発物品の配布
※イベント終了後、松田自動車学校から各キャン
　ペーン会場へパレードを実施します。

【キャンペーン会場】
中井会場（井ノ口ファミリーマート前）
　　　　　11：40～13：00
大井会場（あしがらモールヤオマサ・カインズ
　　　　　ホーム前）
　　　　　11：40～13：00
開成会場（マックスバリュ開成駅前店）
　　　　　11：40～13：00

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

都市計画に関する公聴会のお知らせ
　県では、都市計画の目標などの基本方針を示し
た「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」
変更の素案をまとめました。次のとおり県素案の
閲覧ができますので、公聴会で公述を希望する方
は、期限までにお申出ください。なお、公述申出
がない場合は公聴会を中止します。

閲覧・公述　９月４日（金）～25日（金）申 出 期 間　
公聴会日時　11月19日（木）19：00～21：00
公聴会会場　生涯学習センター２階　会議室
公　述　人　10名程度
閲覧・公述申出　神奈川県県土整備局都市部都市計画課
受 付 場 所　（☎045－210－6175）
　　　　　　都市整備課管理計画班
　　　　　　（☎75－3647）

山北中学校「学校公開」のお知らせ
日　時　９月26日（土）
　　　　 8：30～12：35（授業公開）
　　　　14：45～15：45（携帯電話の使い方教室）
場　所　山北中学校
内　容　生徒の学校生活の様子を、町民の方に広
　　　　く公開します
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
問合せ　山北中学校（☎75－0755）

特定健診（集団健診）・さくら健診・がん検診（集団検診）のお知らせ
　ご自身の健康状態のチェックやがんの早期発見のためにも、特定健診・がん検診を受けましょう。
　平成26年度に受診された方、事前に申込みをされた方には、７月中旬に「受診票」をご自宅に送付して
いますので、必要事項を記入して当日お持ちください。また、新たに受診を希望される方、平成26年に
受診をしていない方、健診（検診）の追加・変更をしたい方はお申込みください。

月　　日　９月26日（土）～29日（火）

受付時間　８：30～11：00

場　　所　健康福祉センター
※健診の内容・対象者などについては、町民カレンダーに掲載の健康カレンダー面でご確認ください。
※特定健診を除く健診について、70歳以上の方は自己負担がありません。
※65歳以上で身体障害者手帳１・２級をお持ちの方、生活保護・町民税非課税世帯の方は、申請により
　自己負担が免除（特定健診を除く）されますので、保険健康課健康づくり班までご連絡ください。

検査結果　郵送により通知します　
※11月上旬発送予定。

問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）又は保険年金班（☎75－3642）

❷

さんゆうていまんそう



普通救命講習Ⅰを行います
日　時　10月３日（土）9：00～12：00
場　所　足柄消防署（南足柄市怒田40-1）
対　象　小田原市、南足柄市、中井町、大井町、
　　　　松田町、山北町、開成町に在住・在学・
　　　　在勤の中学生以上の方
内　容　成人の心肺蘇生法とAEDの取扱い
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
受講料　無料
申込み　９月３日（木）～23日（水・祝）
期　間　９：00～17：00（土・日曜日を除く）
申込み　電話予約後、申請書を消防署・出張所へ
方　法　直接又はFAXにて提出してください
※電話予約受付は９月22日（火・祝）までです。
※申請書は最寄りの消防署又は出張所で受け取る
　か、ホームページからもダウンロードできます。
問合せ　小田原市消防本部救急課
申込み　（☎49－4441　FAX49－2591）
※小田原市消防本部ホームページに平成27年度定
　期救命講習予定表を掲載しています。
　（URL http://www.city.odawara.kanagawa.jp/f-fight/）

❸

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　時　①９月26日（土）10：00～15：00
　　　　②９月27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、化粧土にはる文様付け）
講　師　つぶらの窯　山本　わたる　氏
定　員　各日15名（定員になり次第、締切り）
費　用　１名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　９月23日（水・祝）まで期　限
申込み　参加希望日・参加者氏名・連絡先を電話
方　法　又はFAXにてご連絡ください
問合せ　講師　山本（☎・FAX 76－4886）申込み

やまもと

テコンドーをやってみよう！
出張武道体験教室　参加者募集
　オリンピック種目でもあるテコンドーの出張武
道体験教室を開催します。
　「足のボクシング」と例えられることのあるテコ
ンドー。体験教室で、かっこいい蹴りを始めとし
た色々な技に挑戦してみよう！　　　　　　　
　 
日　　時　９月20日（日）10：30～11：30
場　　所　川村小学校体育館
対　　象　小学生以上
参 加 費　無料
申込み期限　９月10日（木）まで
主　　催　神奈川県教育委員会
問 合 せ　あすぽ事務局
申 込 み　秋葉（☎090－8013－5541）
　　　　　（メールasupo2010jr@yahoo.co.jp）
　　　　　（ホームページhttp://asupo1.com/）

「十六夜（いざよい）へ・・・
ライアーの調べとともに」

を開催します
　ライアー（竪琴）の優しい旋律にのせて、仲秋
の宴を楽しみませんか？　
　みなさんのお越しをお待ちしています。

日　時　９月25日（金）12：25～12：45
場　所　役場ご用ききスペース
費　用　無料
内　容　ライアー演奏家井上ゆり子氏とともに
　　　　大人の絵本の読みがたりをします
問合せ　お話しカフェてくてく
　　　　高橋（☎090－3543－6110）

たてごと

河村城まつりへ出陣じゃ!!
　河村城址保存会では、次のとおり河村城まつり
を行います。河村氏の法要、川村囃子山北保存会
による公演、のろし上げと甲冑隊のパフォーマン
スなどのほか、芋煮を振舞いますので、是非ご登
城ください。

日　時　９月27日（日）11：00～13：00
※雨天の場合は般若院で法要のみ行います。
場　所　河村城跡本城郭（河村城址歴史公園）
※駐車場がありませんので、徒歩でお越しください。

【のろし上げスケジュール】
　　11：50　峰山頂上付近(河村新城跡)
　　12：00　都夫良野・地蔵堂
　　12：10　河村城跡本城郭
※煙があがりますが、火事とお間違えにならない
　ようお願いします。
※のろしが見えた方は、山北町観光協会（☎75－
　2717）にご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

かっちゅう

かわむら ばやし



不登校児童生徒、高校中退者等のための
～不登校相談会・進路情報説明会～

県西地区
　学校とフリースクール等との連携推進事業の一
環として、県・市町村教育委員会とフリースクー
ル等が連携・協働し、不登校で悩む児童生徒や保
護者を対象に相談会を行います。また、不登校で
悩む生徒や高校中退者及びその保護者に進路の見
通しが持てるよう情報提供を行い、一人ひとりの
自立や学校生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　10月24日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎（小田原市荻窪350－1）
内　容　フリースクール等活動紹介、個別相談会、
　　　　進路についての情報提供など
対象者　小・中学生、高校生、高校中退者、保護
　　　　者、教員など
参加費　無料
※事前申込みは不要です。
主　催　神奈川県学校・フリースクール等連携協
　　　　議会、神奈川県教育委員会
問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部
　　　　子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ　籔、後藤
　　　　（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）

土砂災害に関する情報のホームページ
をリニューアルしました

　県では土砂災害から県民の「いのち」を守るため、
市町村が行う避難勧告などを支援するとともに、住
民の自主的な避難に役立てていただけるよう、土砂
災害に関する情報をホームページで提供しています。
　このホームページを、より一層便利にご活用いただ
けるよう、リニューアルしましたのでお知らせします。
・神奈川県土砂災害情報ポータルアドレス
　http://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/
　website/kanagawa/gis/index.html
・町ホームページからもリンクしていますので閲覧できます

問合せ　神奈川県県土整備局河川下水道部砂防海
　　　　岸課砂防グループ（☎045－210－6511）

❹

お詫びと訂正
　平成27年度町民カレンダーで、9月のカレンダー
中及び「今月の主な行事」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

（正）27日（日） 三保幼稚園・三保小学校運動会
（誤）23日（水・祝） 三保幼稚園・三保小学校運動会

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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９～11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

９月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

今月の納期限
●９月10日（木）
　上下水道使用料（B地区第3期分）

●９月30日（水）
　保育園保育料（9月分）
　放課後児童クラブ負担金（9月分）
　国民健康保険税（第4期分）
　介護保険料（第3期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第3期分）
　下水道受益者負担金（第2期分）
　町設置型浄化槽使用料（7・8月分）
　町設置型浄化槽分担金（第2期分）
　町営住宅使用料（9月分）
　幼稚園保育料（9月分）

《人権行政相談》
９月24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）月　　日

受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

９月11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（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケア
※助産師による乳房ケアは予約制と
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。


