
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

横浜市消防局航空隊による
山林火災対応訓練（空中消火）を実施します
日　時　10月14日（水）、15日（木）
　　　　各日　１回目  10：00～11：00
　　　　　　　２回目  14：00～15：00
※予備日は10月16日（金）同時刻です。
場　所　ダム天端からダム広場への道路及び丹沢
　　　　湖内
内　容　ヘリコプターによる丹沢湖面からの取水
　　　　及び湖面への散水訓練
※災害出場や悪天候などによりヘリコプターが飛
　行できない場合は、訓練を中止します。
※訓練中は、丹沢湖周辺にヘリコプター飛来によ
　り大きな音が発生しますので、ご理解とご協力
　をお願いします。
問合せ　横浜市消防局横浜ヘリポート
　　　　（☎045－784－0119）

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町内全域で統一美化クリーンキャンペーンを連
合自治会ごとに実施します。　　　　　　　　　 
　散乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、みなさんの参加をお願いします。

月　日　10月18日（日）
　　　　※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。

内　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　・不法投棄パトロール
※台自治会は、９月27日（日）に実施しました。
※向原連合自治会は、10月11日（日）に実施します。

問合せ　環境農林課生活環境班
　　　　（☎75－3654）
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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
山北第１、共和、
清水、三保

山北第２、第３、
岸、向原

収集日
10月13日
（火）

10月14日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

　上下水道工事に伴う
交通規制のお知らせ　

　上下水道工事のため、交通規制（片側交互通
行）を行っています。
　ご不便をおかけしていますが、ご理解とご協力
をお願いします。

期　限　12月中旬まで
場　所　国道246号線（下図　　　工事区間）
施工業者　上水道　㈱エム・ティ・シ―
　　　　　　　　山北事務所（☎76－3922）
　　　　下水道　㈱荻野工業（☎76－3434）
問合せ　上下水道課工務班　（☎75－3645）



マイナンバー制度セミナーを開催します
　住民票を有するすべての方に、今年10月から12
桁の番号が通知され、来年１月から年金・雇用保
険・医療保険、生活保護、児童手当、その他の福
祉の給付、確定申告や税の手続きなどで、マイナ
ンバーの記載を求められる「マイナンバー社会保
障・税番号制度」がスタートします。
　みなさんの疑問にお答えし、制度をわかりやす
くご説明します。この機会にぜひご参加ください。

日　時　10月５日（月）18：00
        　（１時間～１時間半の予定）
場　所　山北町ふるさと交流センター
参加費　無料
※申込みは不要ですので、直接お越しください。
問合せ　小田原青色申告会事業課（☎24－2614）

廃品回収を行います
　障がい児親の会「まるやま・わかくさ」では、
廃品回収を行いますので、ご協力をお願いします。
　また、当日のボランティアを募集していますの
で、協力してくださる方は事前にご連絡をお願い
します。
　前回の回収結果は6,615円でした。ご協力あり
がとうございました。

日　時　10月17日（土）9：00～10：00
場　所　かながわ西湘農協山北支店駐車場
　　　　高齢者いきいきセンター駐車場
問合せ　まるやま・わかくさの会　　　　
　　　　佐藤（☎070－6635－5134）

町民文化祭展示作品募集
　11月１日（日）から３日（火・祝）まで開催す
る町民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　絵画、書、写真、手工芸など
搬　　入　10月25日（日）10：00～16：00
※大きな作品などは特別搬入日となります。搬入
日は10月31日（土）10：30からとなり、会場
の展示もお手伝いしていただきます。

※申込みは不要ですので、直接搬入してください。
搬入場所　生涯学習センター3階　美術工芸室
搬　　出　11月３日（火・祝）16：10から
※時間厳守でお願いします。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

子宮頸がん予防ワクチン
救済支援のお知らせ

　子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する
医療費などを県から支給します。

対　　象　次のすべてに該当する方
①平成23年４月以降に県内市町村で子
宮頸がん予防ワクチンを接種後、何らか
の症状により日常生活に支障がある方
②所定の医療機関で受診している方

支給内容　医 療 費：自己負担分（上限なし）
　　　　　医療手当：月額34,000円～36,000円
申請期限　平成28年３月31日(木)まで
※詳しくは、神奈川県ホームページをご確認ください。
　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f500382/）
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
　　　　　（☎75－0822）
　　　　　神奈川県健康危機管理課
　　　　　（☎045－210－5990）

❷

結核検診のお知らせ
　町では、65歳以上の方を対象に結核検診を無料
で行います。平成26年度に受診された方には、事
前に受診票を送付します。また、新たに受診を希
望する方は、直接会場にお越しください。

対　象　65歳以上の方で、肺がん検診を受けてい
　　　　ない方
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

場　所
清水ふれあいセンター
健康福祉センター

月　日
10月30日
（金）

10：00～12：00
13：30～16：30

時　間

場　所

役場前駐車場

月　日
10月16日
（金）

10：00～12：00
13：00～16：00

時　間

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

献血ができる方
　年齢が男性17歳（女性18歳）から69歳で、体
　重が50kg以上の方
※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、免許証などの身分証明
　書をお持ちください。
※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）



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　10月21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）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月10日（土）10：00～16：00
場　所　ＪＲ小田原駅ビル東口２階
　　　　二宮金次郎像前広場
内　容　労働問題（労働時間・賃金・雇用・労災・安

全衛生）、社会保険（健康保険・年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　鈴木（☎23－2185）

【事前予約コーナーについて】
対　　象　町内在住の方
申込み期間　10月５日（月）～11月６日（金）
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて予
　　　　　約してください

【絵本のリサイクル回収について】
　自宅に眠っている絵本などがありましたら、お
　持ちください。
回収期間　10月１日（木）～11月６日（金）
回収方法　健康福祉センター窓口まで直接お持ち
　　　　　ください
※汚れや傷みのひどいものは回収できない場合があります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

キッズカーニバルを開催します
日　　時　11月14日（土）10：00～14：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族

普通救命講習Ⅰを行います
日　時　11月８日（日）９：00～12：00
場　所　松田町立公民館（松田町松田惣領2078）
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　10月８日（木）～28日（水）
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　直接提出してください
※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）
※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/）

無料調停相談会のお知らせ
日　時　10月24日（土）13：00～16：00
場　所　小田原市民会館６階　第６会議室
※予約不要で、当日先着順に受け付けます。
内　容　【民事】多重債務、家賃・地代、交通事故
　　　　【家事】夫婦間・親子間の問題、遺産相続
※最高裁判所から任命された民事調停委員・家事
　調停委員が相談をお受けします。
問合せ　小田原民事調停協会（小田原簡易裁判所内）
　　　　（☎40－3188）
        　 小田原家事調停協会（小田原家庭裁判所内）
　　　　（☎22－6586）

❸

まきば館  一日陶芸教室を開催します
日　時　①10月24日（土）10：00～15：00
　　　　②10月25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　10月21日（水）まで期　限
申込み　参加希望日・氏名・連絡先を電話又はFAX
方　法　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

・おもしろボール入れ　・小麦粉粘土
・考えよう！子ども達の生活（本のリサイクル）
・子育て応援マッサージ（成人対象、託児あり）
・木育体験コーナー　・元気っ子くらぶ作品展示
・子育て支援情報掲示など

自由参加コーナー
（内容は変更する場合があります）

事前予約コーナー 対象年齢（目安）
①歯科検診
②フッ素塗布 ※うがいができる子。
③親子体操
※空きがあれば当日参加可能です。
④親子で調理実習
　『白玉だんご作り』

１～６歳
２～６歳

１歳半（１人で
立てる子）～

３歳～



❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

《人権行政相談》
10月19日（月）～25日（日）は

行政相談週間です
10月20日（火）13：00～16：00

役場３階　301会議室
※行政月間のため、通常より１時間延長します。

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）

今月の納期限
●10月13日（火）
　上下水道使用料（Ａ地区第４期分）
●11月２日（月）
　町県民税（第３期分）
　保育園保育料（10月分）
　放課後児童クラブ負担金（10月分）
　国民健康保険税（第５期分）
　介護保険料（第４期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第４期分）
　し尿処理手数料（第２期分）
　町営住宅使用料（10月分）
　幼稚園保育料（10月分）

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
10月14日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

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10～12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

10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

10月９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。

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

10月20日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成26年８～10月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

10月27日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年６～７月生まれの乳児
母子健康手帳

◎ 姿勢が気になる！
◎ 健康になりたい！
◎ 美しくなりたい！
◎ スポーツの腕を上げたい！
◎ ぐっすり眠りたい！

思い当たったら今すぐ体験してみよう！！「ゆがみを直せば若返る！！」
横向きでしか眠れない人要注意！

寝違えやすい

下半身太りに 骨盤がねじれる
冷え性に

肌荒れ

こっちだけ肩こり

カイロプラクティックフェア
ワンポイント体験施術 １,０００円

健康相談・骨盤体操・寝るだけ整体

日　時／10月11日（日）・12（祝）
　　　　９時～12時・13時～17時
会　場／川西屋分店駐車場（山北町山北４）
問合せ／０９０－７２３７－９４３1（つゆき）
主催：カイロプラクティックこゆるぎグループ
後援：日本カイロプラクティック連合会


