
プリスタインハンドヒーリング 山北
諦めていた症状、薬では効かない症状などご相談下さい。
仕事のストレス、経営不安、争い事、家庭内不和、
引きこもり、うつ、病気など、改善した実績多数。

営 業：11時～18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

プリスタインハンドヒーリング ￥15,000（初回￥10,000）
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〒258-0195 神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4

☎０４６５－７５－１１２２㈹
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
山北第２、第３、
岸、向原

山北第２、第３、
岸、向原

収集日
11月４日
（水）

11月25日
（水）

もえるごみ
山北第１、共和、
清水、三保

11月24日
（火） もえるごみ

もえるごみ

種　別

「はなじょろ道」を散策しませんか
　山北町観光協会では、「やまきた再発見事業」
として町内各地を歩いて巡る催しを実施します。
　みなさんの参加をお待ちしています。

日　　時　11月26日（木）９：00～16：00頃
コ ー ス　山北駅前→文化財など説明→八丁→は
　　　　　なじょろ道→高松山→寄→山北駅前
集　　合　山北町観光協会（山北駅前）９：00　
定　　員　18名（定員になり次第、締切り）
費　　用　500円（保険料）
持 ち 物　昼食、飲み物、双眼鏡など
※高松山を超えるハイキングですので、歩きやす
　い靴、服装で参加してください。
申込み期限　11月16日（月）まで
申込み方法　山北町観光協会へ直接又は電話にてお
　　　　　申込みください
問合せ申込み　山北町観光協会（☎75－2717）

臨時の給食調理員を募集します
　町では、臨時の給食調理員として従事していた
だける方を募集します。

勤務場所　川村小学校
採用人数　若干名
勤 務 日　月～金曜日のうち週4日程度
　　　　　※勤務日数は要相談。
勤務時間　8：15～16：00　※休憩45分を含む。
賃　　金　時給920円　
※通勤距離が2km以上の場合、町基準により通勤手当を支給。
応募方法　総務防災課窓口で配付している町指定

の履歴書に記入のうえ、総務防災課窓
口へ直接提出してください

※町指定の履歴書は、町ホームページからもダウ
　ンロードできます。
問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）

国道246号夜間全面通行止めのお知らせ
　一般国道246号、山北・谷峨バイパスにおいて、
集中工事を行うため夜間全面通行止めとなります
ので、県道76号に迂回をお願いします。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
　
通行止日時　11月９日（月）21：00～翌朝６：00
　【予備日】11月10日（火）、16日（月）、17（火）
場　　所　山北・谷峨バイパス
　　　　　（安戸交差点～谷峨駅入口交差点）
迂 回 路　県道76号
※特殊車両は、通行しにくい箇所がありますのでご注意ください。
問 合 せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　東京鋪装工業株式会社秦野作業所
　　　　　（☎0463－87－8190）

う



秋季全国火災予防運動
（11月9日～15日）

　11月9日（月）から15日（日）まで全国一斉に
秋の火災予防運動が実施されます。
　平成26年中の小田原市消防本部管内における火
災の件数は87件で、出火原因は「タバコ」が第１
位、「放火（疑いを含む）」が第２位、「コンロ」が
第３位となっています。
　また、「すべての寝室」及び「寝室が２階以上に
あるときの階段」には住宅用火災警報器の設置が
条例で義務付けられています。逃げ遅れによる被害
を防ぐために住宅用火災警報器を設置しましょう。

問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4428）

都市計画に関する公聴会の中止について
　11月19日（木）に予定されていた「都市計画区
域の整備、開発及び保全の方針」変更の県素案に
関する公聴会は、公述の申出がなかったため中止
となりましたので、お知らせします。

問合せ　神奈川県県土整備局都市部都市計画課
　　　　（☎045－210－6175）
　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

横浜市消防局航空隊との合同救助訓練を実施します
　丹沢湖畔世附地内において小田原市消防本部と
横浜市消防局航空隊ヘリコプターとの合同救助訓
練を行います。

日　時　11月17日（火）、18日（水）
　　　　13：30～15：00
場　所　世附地内、三保ダム管理事務所管理地
内　容　ヘリコプターによる救助訓練
※訓練の状況により実施時間が前後することがあります。
※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が、ご理解とご協力を
　お願いします。
問合せ　小田原市消防本部警防計画課
　　　　（☎49－4436）

「2015あしがらアートの森」を開催します
　県西地域の方を対象としたアートによる地域づ
くり、元気づくりを目的に、「2015あしがらアー
トの森」を開催します。

日　時　11月15日（日）、21日（土）、22日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所　旧南足柄市立北足柄中学校
内　容
・絵画展「あしがらアートの森・絵画展」
　県西地域の幼児・児童・生徒の団体企画展と、
　全国の親子や子どもの公募作品展（入場無料）
・森のワークショップ
　食器への絵付けや絞り染め体験など、約20コー
　ナーを開催します（各コーナー参加費がかかります）
問合せ　2015あしがらアートの森実行委員会
　　　　（☎090－5761－5548）

町の史跡巡りウォーキング参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）では、町の史
跡巡りウォーキングを開催します。今回はきれい
な町づくりに寄与している施設と萩原にある史跡
を訪ねます。楽しくウォーキングしませんか。

日　　時　11月17日（火）９：30～14：00
　　　　　※雨天中止。
行 き 先　足柄西部環境センター（皆瀬川沿い）
　　　　　史跡巡り（萩原）
集　　合　山北町役場駐車場　９：30
定　　員　35名（定員になり次第、締切り）
費　　用　無料
持 ち 物　弁当、飲み物、嗜好品、タオル、帽子など
※荷物は背負って歩けるようにしてください。
申込み期限　11月10日（火）まで
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にてお
　　　　　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）

インフルエンザ予防接種のお知らせ
　町では、インフルエンザ予防接種を実施してい
ます。希望者は医療機関で接種を受けてください。

対　　象　町内に住民登録のある方で、①又は②
　　　　　に該当する方
　　　　　①満65歳以上の方
　　　　　②満60歳以上65歳未満の方で、心臓・
　　　　　　腎臓・呼吸器・免疫機能障害があっ
　　　　　　て身体障害者手帳１級に相当する方
接種期限　平成28年２月29日(月)まで
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属す
　　　　　る医療機関
※その他の医療機関で接種をご希望の方は、問合
　せ先までご連絡ください。
接種回数　１回
接種費用　1,500円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付
受給者は無料です。受給していることがわかる
ものを医療機関で提示してください。
持 ち 物　健康保険証
接種方法　各医療機関に事前にご予約の上、接種

してください（医療機関によっては予
約不要の場合もあります）

問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
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山北からだすっきりプログラム
（平成27年度健康づくりステップアップ事業）
　ライフコーダ（生活習慣記録機）を使用し、健
康運動指導士、管理栄養士、保健師が日常生活の
中で運動習慣を身につけることをサポートします。

月　　日　①11月26日（木）　②12月10日（木）
　　　　　③12月24日（木）
　　　　　④平成28年 １月 7日 （木）
　　　　　⑤平成28年 １月 21日 （木）
　　　　　⑥平成28年 ２月 ４日 （木）
※栄養相談、保健指導を別日程で２回実施します。
時　　間　13：30～15：00（受付13：00から）
場　　所　健康福祉センター１階　多目的室１
対　　象　・特定保健指導の動機づけ、積極的支
　　　　　　援対象者
　　　　　・健診などで所見のある方
　　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治
　　　　　　医の許可がある方
　　　　　・運動習慣のない方
※原則、全日程参加できる方。
費　　用　無料
申込み期限　11月20日（金）まで
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にてお
　　　　　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）

陸上自衛隊高等工科学校生徒募集

問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部　小田原地域事務所
　　　　小田原市栄町1－14－9　ＮＴビル3Ｆ　　（☎24－3080）

一　　　　般推　　　　薦
17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子
※中学校長の推薦などが必要。
11月１日（日）～ 12月４日（金）

平成28年１月９日（土）～11日（月・祝）
までの間の指定する１日

通信制高等学校に入学し（身分は特別職国家公務員（生徒））、手当の支給を受けながら
高等学校教育などを受け、生徒課程修了時には高等学校の卒業資格を取得できます。

17歳未満で中学校卒業（見込含）の男子

11月１日（日）～平成28年１月８日（金）
第１次試験　平成28年１月23日（土）
第２次試験　平成28年２月４日（木）～
　　　　　　７日（日）

応募資格

受付期間

試験期日

教育及び
卒業資格

❸

日本の馬文化を体験しませんか
　神奈川県地方創生大学連携事業の一環で、県指
定文化財である室生神社の流鏑馬にも代表される
日本の馬文化のＰＲを目的に体験会を行います。

日　時　11月６日（金）、７日（土）、８日（日）
　　　　乗馬体験　　　　10：00～16：00
　　　　流鏑馬演武披露　12：00～13：00
場　所　西丹沢コテージキャンプ場駐車場
　　　　（丹沢やまきたHAPPYマウンテン会場内）
参加費　無料　※申込みは不要です。
問合せ　星槎大学（☎0463－71－6044）

やぶさめ

みんなでチャレンジ！
フロアボール体験会　参加者募集
　室内で行うホッケー「フロアボール」に楽しく
挑戦しませんか？スティックとボールを使ってゴ
ールを狙う、スピード感のあるスポーツです。子
どもから大人まで、ご参加お待ちしています。

日　　時　11月23日（月・祝）
　　　　　10：00～12：00
場　　所　川村小学校体育館
対　　象　小学生～大人
会　　費　800円（あすぽ会員500円）
申込み期限　11月13日（金）まで
問合せ申込み　あすぽ事務局　
　　　　　秋葉（☎090－8013－5541）
　　　　　（メールasupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　　（ホームページhttp://asupo1.com/）

丹沢やまきたＨＡＰＰＹマウンテン
～丹沢大山クリーンピア21～
　自然に囲まれた山の中で、野口健氏のトークシ
ョーを始め、自然素材をテーマにしたワークショ
ップや地元食材を使った美味しいごはんなど、山
北の魅力がいっぱい詰まったイベントになってい
ます。ご家族や友達と一緒に参加して、新たな山
北の魅力を発見してみませんか。

日　時　11月６日（金）、７日（土）、８日（日）
　　　　10：00～17：00  ※雨天決行。
場　所　西丹沢コテージキャンプ場駐車場及び箒沢地区
内　容　野口健氏トークショー（６日のみ）、音
　　　　楽ライブ、パワースポット巡り、ワーク
　　　　ショップ、丸太切り体験、地元料理など
参加費　無料
問合せ　丹沢やまきたHAPPYマウンテン実行委員会
　　　　佐藤（☎080－8903－0013）
　　　　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

の ぐちけん



《人権行政相談》
11月20日（金）13：00～15：00

向原児童館（向原311）

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）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、横浜弁護士会所属の弁護士
が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月25日（水）13：00～16：00
※予約制で、相談者１人につき20～30分の相談となります。
受付場所　役場４階　402会議室
定　　員　５名（定員になり次第、締切り）
申込み期間　11月９日（月）～20日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く8：30～17：15）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて
　　　　　お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

文化財保護ポスター巡回展のご案内
　11月１日（日）から７日（土）までの文化財保
護強調週間にあわせ、文化財保護ポスター入賞作
品の展示を行います。

日　時　11月６日（金）～13日（金）
　　　　９：00～17：00
　　　　初日６日(金)は13：00～17：00
　　　　最終日13日(金)は９：00～12：00
※11月９日(月)は生涯学習センターの休館日です。
場　所　生涯学習センター２階　展示ホール
主　催　神奈川県教育委員会
共　催　神奈川県、横浜市、鎌倉市、逗子市世界
　　　　遺産登録推進委員会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

❹

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11月～平成27年１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

11月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

11月10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
対　　象
持 ち 物

11月20日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成25年９～11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。

１歳6か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

11月17日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成26年２～５月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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
11月11日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

今月の納期限
●11月11日（水）
　上下水道使用料（Ｂ地区第４期分）
●11月30日（月）
　保育園保育料（11月分）
　放課後児童クラブ負担金（11月分）
　国民健康保険税（第６期分）
　介護保険料（第５期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第５期分）
　町設置型浄化槽使用料（９・10月分）
　町営住宅使用料（11月分）
　幼稚園保育料（11月分）


