
ぐみの木
近隣公園

岩流瀬橋

大口橋

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　※他10月6日（火）・7日（水）

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）

平成28年山北町成人式のご案内
　平成28年山北町成人式を次のとおり開催しま
す。町に住民登録がある新成人の方については、
12月中旬に案内状を発送します。

日　時　１月10日（日）※成人の日の前日です。
　　　　10：30～12：30（受付開始10：00）
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

平成27年度
やまきたLove婚を開催します！！
　昨年度、多くの方に参加していただき、盛況に
行われた“やまきたLove婚”を今年度も次の日程で
行います。
　素敵な出会いを求めて参加してみませんか。

日　　時　11月１日（日）10：15～16：00（予定）
場　　所　健康福祉センター
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4,000円　女性2,000円
募集年齢　25歳以上50歳以下の独身の方
※イベント開催日時点での年齢とします。
申込み期間　“参加申込書兼チラシ”をご確認ください
申込み方法　役場本庁舎、清水・三保支所、生涯学

習センター、健康福祉センターなどで
配付している“参加申込書兼チラシ”に
必要事項を記入し、やまきたLove婚実
行委員会事務局へFAX又はメールにて
お申込みください

※facebookページより“参加申込書兼チラシ”を
ダウンロードできますので、件名を“やまきた
Love婚参加希望”として申込書をメールに添付
してください。
※当日のスケジュールや必要事項の詳細について
　は、“参加申込書兼チラシ”をご確認ください。
問合せ申込み　やまきたLove婚実行委員会事務局
　　　　　（FAX34－9804）
　　　　　（メール yamakitalovema@gmail.com）
　　　　　（facebook https://www.facebook.com/yamakitalovema）

お　し　ら　せ　版

国民健康保険証が更新されます
　現在、国民健康保険に加入している方が使用し
ている保険証の有効期限は、９月30日（水）まで
となります。10月１日（木）から使用する保険証は、
９月下旬までに簡易書留で郵送します。
　なお、お手数ですが、旧保険証は10月30日（金）
までに保険健康課又は清水・三保支所に、郵送又
は直接返却をお願いします。

問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　10月４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

❶
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町民文化祭開催のお知らせ
【謡曲大会】
日　時　10月25日（日）10：00～16：00
場　所　生涯学習センター２階　和室
出　演　独吟・連吟の方は、当日受付にてお申込
　　　　みください
参加費　無料
主　催　山北町謡曲連盟

【俳句大会】
日　時　10月25日（日）13：00～16：00
場　所　生涯学習センター２階　会議室
季　題　花野／目白  
出句料　500円
※当日受付にてお申込みください。
主　催　山北町俳句協会

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　10月８日（木）、９日（金）
　　　　８：20～16：00

場　所　川村小学校

内　容　始業時刻から下校までの児童の学校生活
　　　　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。
※ビデオ及び写真撮影はご遠慮ください。
※丸山公園内道路を駐車場としてお借りしています。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）

9月20日（日）～26日（土）は
「動物愛護週間」です

　「動物の愛護及び管理に関する法律」では、毎
年９月20日から26日を動物愛護週間と定めてい
ます。命ある動物の愛護と適正な飼育について国
民の関心と理解を深めるために設けられたものです。
　この機会に、私たちが飼っている動物、身近に
いる動物について、もう一度考えてみませんか。

・最期まで愛情と責任をもって飼いましょう。

・周辺の人に迷惑をかけないよう、しつけを行い
　ましょう。

・迷子に備え、鑑札・名札・マイクロチップなど
　をつけましょう。

・むやみに繁殖させないようにしましょう。

・災害に備え、えさの備蓄などをしましょう。

問合せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

山北の観光写真コンクール作品募集
　山北町観光協会と山北町環境整備公社では、観
光宣伝に広く活用できる町内の風景・史跡・行事
などの写真を募集します。

作品規格　・平成27年中に撮影された未発表作品
で、発表予定のないもの

　　　　　・大きさは、一般部門（高校生以上）は
写真サイズ六つ切り版以上、ジュニ
ア部門（小・中学生）は写真サイズ
２Ｌ版以上

※入賞された方には、ネガ又はデジタルデータの
　提出をお願いします。また、版権は主催者に属し、
　作品は返却しません。

応募方法　直接又は郵便にてご応募ください

応募期限　平成28年１月10日（日）
　　　　　※当日消印有効。

問 合 せ　〒258－0113　山北町山北1840
応 募 先　山北町観光協会（☎75－2717）

西丹沢もみじ祭り開催のお知らせ
　山北町観光協会では、次のとおり西丹沢もみじ
祭りを開催します。多数の方の参加をお待ちして
います。

日　　時　11月21日（土）11：00から
　　　　　※雨天決行。

場　　所　中川バーベキューセンター前

定　　員　1,000名（定員になり次第、締切り）

参 加 費　１名3,400円（前納制）
※山北駅からのバス利用者は3,700円。
※新松田駅からのバス利用者は4,200円。

申込み期限　10月31日（土）まで

問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

❷



下水道排水設備工事責任技術者試験
及び更新講習会のお知らせ

【試　　　験】
日　　時　平成28年２月16日（火）
　　　　　13：30～15：30
場　　所　川崎市教育文化会館
　　　　　（川崎市川崎区富士見２－１－３）
受 験 料　5,200円
申込書配付期間　10月13日（火）～11月13日（金）
申込書配付場所　上下水道課管理班
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用ください）
申込み期限　11月30日（月）まで　
　　　　　※当日消印有効。

【更新講習会】
日　　時　平成28年１月21日（木）、22日（金）
　　　　　のうち希望する日
　　　　　13：30～16：30（受付12：30から）
場　　所　サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
　　　　　（川崎市川崎区富士見２－５－２）
講 習 料　5,200円
申込書配付　更新対象者には案内書・申込書を郵送します
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用ください）
申込み期限　11月30日（月）まで
　　　　　※当日消印有効。
　　　　

問 合 せ　手続きに関しては　
　　　　　　上下水道課管理班（☎75－3645）　
　　　　　試験内容に関しては
　　　　　　東京都下水道サービス株式会社　
　　　　　　（☎03－3241－0843）

パークゴルフ参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催のパークゴ
ルフ大会です。会員と一緒に楽しくプレーしませんか。
　なお、プレー終了後、町立日向活性化施設で懇
親会を予定していますので、ご希望の方は申込み
時に併せてお知らせください。

日　　時　10月13日（火）
　　　　　９：00～11：30 （集合８：30）
　　　　　※雨天中止。
場　　所　山北町パークゴルフ場
参 加 費　500円（プレー代、飲み物）
※懇親会に出席の方は別途、お弁当代500円を徴
　収します。
申込み期限　９月30日（水）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

❸

浄化槽でふるさとの海や河川を美しく！！
浄化槽は、下水道と同等の性質を持ち、し尿と生活排水を処理できる地球にやさしい施設です。
定期的な保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。設置者は、適正な管理を実施しましょう。

10月1日は

かわゆ やすのり

軟式野球大会参加チーム募集
月　　日　10月18日（日）、11月8日（日）、
　　　　　11月15日（日）
※予備日は、11月22日（日）、29日（日）です。
場　　所　山北町スポーツ広場
参加資格　スポーツ保険に加入しているチーム
参 加 費　10,000円
申込み期限　９月25日（金）まで
※代表者会議を10月２日（金）19：00から生涯
学習センター２階第３会議室で行いますので、
申込みチームは必ず出席してください。

問合せ申込み　山北町体育協会野球部
　　　　　湯川　靖法（☎090－8489－9403）



水源の森の恵みを感じるツアー
参加者募集

日　時　11月15日（日）９：00～16：40（予定）

行き先　大井町四季の里
　　　　アサヒビール神奈川工場

集　合　小田原駅西口北条早雲公像前　9：00
※活動地へはバスで移動します。

対　象　小学校４年生～中学校３年生
　　　　（小学生は保護者同伴）

内　容　間伐体験、ピザ作り体験、みかん狩り、
　　　　ビール工場見学
※雨天時は一部変更になります。

定　員　60名（定員を超えた場合は抽選になります）

費　用　１名500円

持ち物　軍手、飲み物、防寒着、スニーカー又は
　　　　安全靴、雨具

申込み期限　10月16日（金）まで

問合せ　小田原市環境政策課
申込み　（神奈川県西部広域行政協議会環境部会事務局）
　　　　（☎33－1472）

平成27年度　保健医療セミナー
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。

❹

森あそび　うどん職人
日　時　10月10日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
内　容　仲間と一緒に手作りうどんに挑戦します
定　員　先着30名（小学生）
費　用　1,000円　(材料・保険代など)
持ち物　おわん、はし、飲み物、軍手、タオル、
　　　　汚れてもよい服装
申込み　９月27日（日）9：00から電話にてお申
方　法　込みください

森人すたいる　森のきのこ探し
日　時　10月17日（土）10:00～15:00 
場　所　足柄森林公園丸太の森　
内　容　森林インストラクターとキノコの観察や
　　　　食毒の鑑定を行います
　　　　昼食にキノコそばを味わいましょう
定　員　先着30名（小学生以上）
費　用　1,500円　(昼食・テキスト・保険代など)
持ち物　山歩きの服装、軍手、レジ袋、筆記用具
申込み　９月27日（日）９：00から電話にてお申
方　法　込みください

～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）

場　　　所　足柄上合同庁舎２階　大会議室
申込み期限　10月２日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

日　　　時 演　　　題 講　　　師
小泉クリニック
小泉　健一　氏
こいずみ けんいち

足柄上病院総合診療科
尾下　文浩　氏
したお ふみひろ

なかいファミリークリニック
小林　宗則　氏

むねのりこばやし

足柄歯科医師会・わかば歯科医院
和田　弘美　氏

ひろ みわ　だ

横浜市立大学医学部医学科総合診療医学
日下部　明彦　氏

あきひこくさ か　べ

にしこうり形成外科・皮ふ科
錦織　岳史　氏

たけ しにしこうり

足柄上病院整形外科
牧田　浩行　氏

ひろゆきまき た

小田原薬剤師会・なごみ薬局
上田　知弘　氏

ともひろだうえ

感染症　～基本となる予防策～　

胸部異常影発見！
肺がん検査と治療は如何に？

薬と食べ物の食べ合わせについて

高血圧、高脂血症、糖尿病　いったい何がいけないの？
～すべての生活習慣病は血管病へ通ず～

自分のお口と真剣に向き合おう

がんになっても自宅で過ごすには
～在宅医療そして看取り～
まぶたが重く見づらい症状
～歳のせいと我慢していませんか？～
メタボより怖いのは
『ロコモ（ロコモティブシンドローム）』だ！？

13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

13：30～14：30

14：30～15：30

10月7日
（水）

10月8日
（木）

10月14日
（水）

10月15日
（木）



西湘地区障害者就職面接会
日　時　10月９日（金）
　　　　13：00～16：00（開場12：30）
場　所　秦野市総合体育館（秦野市平沢101-1）
内　容　仕事を探している障がいのある方と企業
　　　　の面接会
持ち物　障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、

精神保健福祉手帳）、手帳のコピー（複数）、
履歴書（複数）

申込み　９月29日（火）までにハローワーク松田
方　法　にお申込みください
主　催　松田公共職業安定所、小田原公共職業安
　　　　定所、平塚公共職業安定所
共　催　秦野市
問合せ　松田公共職業安定所求人・専門援助部門
　　　　渡辺・内越（☎82－8609）

❺

ボランティア養成講座
～心の病を地域で支えるために～
　自立サポートセンタースマイルでは、精神に障
がいのある方との関わりを中心に、計６回のボラ
ンティア養成講座を開催します。
月　日　①10月３日（土） ②10月10日（土）
　　　　③10月17日（土） ④10月24日（土）
　　　　⑤10月30日（金） ⑥11月７日（土）
※６回すべてに出られなくても、参加可能です。
※②, ③は参加費（軽食代）各500円を徴収します。
時　間　14：00～16：00 
場　所　南足柄市女性センター
問合せ　南足柄さつき会自立サポートセンター　
申込み　スマイル（☎71－0117）
※時間は10：00～17：00です。

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
森林管理業務委託 山北町森林組合 1,026,000円

17,960,400円

1,998,000円

8,985,600円

 972,000円

16,740,000円

1,836,000円

8,920,800円

環境農林課

都市整備課

都市整備課

定住対策室

平成27年度
河村城址歴史公園整備工事（近藤郭北） 株式会社山崎組

平成27年度
永安橋補修詳細設計業務委託

株式会社
技研コンサルタント

平成27年度
町営山下テラス環境整備（内装）工事 今泉建設株式会社

入札結果８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）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動継続教室
月　日　10月６日（火）、13日（火）、20日（火）
　　　　11月10日（火）、17日（火）、24日（火）
　　　　12月１日（火）、８日（火）、15日（火）
　　　　全９回コース
時　間　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700円（参加費、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。
※貸出用の水着（女性用のみ）あります。
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

え　そ

糖尿病公開講座
～運動療法とフットケア～

　糖尿病患者にとっての運動の必要性、効果、方
法などの身近な運動療法や合併症として大きな問
題になる足の変形や壊疽に対して、予防と日頃の
お手入れの仕方などについてお話します。
　糖尿病の患者さんや興味のある方を対象にして
います。みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時　９月24日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　理学療法士　三澤　香織　氏
　　　　外来看護師　矢野　幸枝　氏
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接お越しください。
問合せ　足柄上病院経営企画課 鈴木（☎83－0351）

み さわ か おり

や　の ゆき え



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
しく生活ができるよう、生活上の悩みや困ってい
ること、制度やサービスの利用、仕事探しなどの
相談を無料でお受けします。

日　時　９月29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）

「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

10月６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

10月１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。

日　　時
場　　所
対　　象

内　　容

参 加 費
持 ち 物

10月３日（土）10：00～12：00
松田町健康福祉センター
妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
・新生児の育て方［講話］
・赤ちゃんのお風呂［デモンストレー
　ション・実習］
無料
母子健康手帳、筆記用具、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。

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　若干名
 　（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　若干名（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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタッフ
募　　集

❻

上級救命講習Ⅰを行います
日　時　10月18日（日）9：00～18：00

場　所　小田原市消防本部（小田原市前川183-18）

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の取扱い及び応
　　　　急手当全般

定　員　25名（定員になり次第、締切り）

受講料　無料

申込み　９月17日（木）～10月８日（木）
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10月７日（水）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/）

丹沢やまきたマウンテンフェスタ～出店者募集～
日　　時　11月６日（金）～８日（日）
場　　所　箒沢地区
内　　容　野口健氏ほかゲストを迎え、自然の中
　　　　　でトーク＆音楽イベントなど
出 店 料　無料
申込み期限　９月30日（水）まで
※詳細についてはお問合せください。
問合せ申込み　マウンテンフェスタ実行委員会
　　　　　佐藤（☎080－8903－0013）

の ぐちけん


