
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
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）

（1/2（土）臨時休業）※他１月12日（火）・13日（水）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

プリスタインハンドヒーリング銀座 山北のお部屋
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）

お　し　ら　せ　版

さくらの湯
年末年始休業します

休業日　12月28日（月）～平成28年１月４日（月）
※新年は１月５日（火）から営業します。
問合せ　健康福祉センター さくらの湯（☎75－0819）

中川温泉　ぶなの湯
年末年始休業します

休業日　12月28日（月）～平成28年１月４日（月）
※新年は１月５日（火）から営業します。
問合せ　中川温泉 ぶなの湯（☎78－3090）
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年末年始のごみ収集日
　年末年始のごみの収集日は次のとおりです。通常
の曜日と異なる日もありますので、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。

※通常の曜日と異なる日は、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
山北第１、共和、
清水、三保
山北第２、第３、
岸、向原

収集日
12月30日（水）
平成28年
１月４日（月）
平成28年
１月５日（火）

もえるごみ

もえるごみ

もえるごみ

種　別

休 場 日
平成28年1月1日（金・祝）～3日（日）

平成28年1月1日（金・祝）、2日（土）

斎　場
小田原市斎場
御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

年末火災特別警戒を実施します
　町では12月25日（金）から31日（木）まで、年
末火災特別警戒を実施します。
　期間中は消防車両による巡回広報のほか、のぼ
り旗の掲出などにより、火災の予防と発生を警戒
します。
　この時期は、火気使用の増加と湿度の低下によ
る火災の発生、拡大が予想されますので、次のこ
とに注意しましょう。

・家の周りに可燃ごみなど、燃えやすい物を置か
ない。

・タバコの火の始末を確実にする。
・コンロを使うときは、その場を離れない。
・マッチやライターを放置しない。
・外出するときは、必ず火の元を確認する。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1387）
※12月27日（日）～平成28年１月４日（月）の火
葬予約は、小田原市役所守衛室
　（☎33－1822）です。
【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
問 合 せ　御殿場市・小山町広域行政組合
火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月29日（火）～平成28年１月３日（日）の火
葬予約は、御殿場市役所守衛室
　（☎0550－83－1212）です。

火葬場　年末年始の休場日



「ライブ・イン・山北」
青少年ライブコンサートを開催します
日　時　12月13日（日）
　　　　13：30～16：30（開場13：00）
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
入場料　無料
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバ

ンド（山北高校、足柄高校、大井高校、
吉田島総合高校、立花学園高校）

主　催　山北町青少年指導員協議会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　12月15日（火）※雨天中止。
行き先　わが町を歩こう（萩原～尺里方面）
集　合　山北駅表口　９：30
費　用　新規入会の方のみ1,000円（入会費）
※初めて参加する方は、「山北健康歩く会（YKA）」
に入会する必要があります。
持ち物　昼食、飲み物、雨具、健康保険証など
申込み　12月11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申
方　法　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）

❷

第15回 山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー
大会を開催します。参加希望のチームはお申込み
ください。

月　　日　平成28年１月３日（日）
場　　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月20日（日）19：00から生涯
　学習センター２階第３会議室で開催します。
申込み期限　12月18日（金）まで
問合せ申込み　山北町体育協会サッカー部長
　　　　　加藤　陽一郎（☎75－0624）

か とう よういちろう

まきば館　一日陶芸教室を開催します
日　時　①12月19日（土）10：00～15：00
　　　　②12月20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　12月16日（水）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

防犯指導者養成セミナーを開催します
　県では、足柄上地域１市５町と共催し、足柄上地
域における子どもの安全対策について、地域などで
指導が行える人材の育成を目的に講座を開催します。

日　　時　平成28年１月27日（水）
　　　　　13：30～15：45
場　　所　南足柄市役所５階　大会議室
対　　象　子ども防犯に関心の高い方
内　　容　子どもを守るために
　　　　　～大人が学ぶ事とは？～
講　　師 （有）アイエスエル社長・防犯設備士
　　　　　伊藤　恭子　氏
定　　員　80名
※定員を超えた場合は、抽選になります。
申込み期限　平成28年１月12日（火）まで
問合せ申込み　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

い とう よし こ

第20回 おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を通
じたふれあい”を大切に考えています。
　安心・安全な地場産品の販売や、体験コー
ナー、へろくり倶楽部（三保）の出品などがあり
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回は20回記念イベントとして、福引抽選会も
行います。みなさんぜひお越しください。

日　時　12月６日（日）10：00～14：00
　　　　※雨天決行。
場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）
内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、自

然薯、炊き込みご飯、赤飯、アメリカ
ンドックの販売

　　　　・バザー、ハンドマッサージ
　　　　・体験コーナー（竹とんぼのペイント、

ドライフラワーのリース）
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料サー
ビスがあります。（先着200名）

問合せ　おれんじ会代表　磯崎　加代子
　　　　（☎75－1445）

いそざき か　よ　こ

じ

ねんじょ



大雨災害義援金募金のお礼
　平成27年台風18号等大雨災害の被災者に対し、
町民のみなさんからいただいた災害義援金が、
47,831円に達しました。
　みなさんの温かい心遣いに深く感謝します。
　なお、この義援金は、日本赤十字社神奈川県支
部を通じて被災地に送金させていただきました。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

消防団教養訓練を実施します
日　時　12月６日（日）９：00～12：00
場　所　役場西側駐車場
※訓練に伴い、役場西側駐車場は午前中一般の方
　の利用ができません。ご迷惑をおかけしますが、
　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）

ワクチン接種の副作用被害救済制度について
　平成25年３月31日までに、町から助成を受け、
ヒトパピローマウイルスワクチン、ヒブワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した方
で、接種後に何らかの症状が生じて、医療機関を
受診し、接種と関連性があると認定されると、医
療費・医療手当が支給される場合があります。お
心当たりの方は、救済制度相談窓口へお問合せく
ださい。

相談窓口　独立行政法人医薬品医療機器総合機構
　　　　救済制度相談窓口
　　　　（☎0120－149－931）又は
　　　　（☎03－3506－9411(有料)）
受付時間　９：00～17：00
　　　　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

平成28年度版町民カレンダーに
広告を掲載しませんか

　町民カレンダーには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。
　申込書などは、町ホームページからダウンロー
ドできます。（行政情報▶広報・広聴▶有料広告）

申込み期限　平成28年１月29日（金）まで
問 合 せ　企画財政課企画班（☎75－3652）

取り壊し家屋の届出について
　固定資産税の課税基準日は、毎年１月１日です。
課税対象となっている家屋を取り壊した場合には、
必ず町民税務課へご連絡ください。
　連絡がないと、そのまま課税されてしまう場合
がありますので、ご注意ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

平成27年度
勤労者利子補助制度について
　勤労者利子補助制度とは、町内で自己の住宅を
取得・増改築するために、町指定の金融機関で融
資を受けた場合の利子の一部を補助する制度で
す。利子補助を希望する方は、必要書類を添えて
申請してください。必要書類などの詳細は、定住
対策室へお問合せください。
※継続を希望する方も、新たに申請が必要です。

対　象　次のすべてに該当する方
　　　　①町内に自己の住宅を取得・増改築し、
　　　　　町内に居住している方
　　　　②町税などに滞納がない方
　　　　③新規申請の場合、住宅資金の借入を開
　　　　　始した年から２年以内の方
※利子補助の期間は３年を上限とします。

申請期間　12月16日（水）～平成28年１月15日（金）
※申請書は、定住対策室にて配付します。

問合せ　定住対策室定住対策班
申請先  （☎75－3650）

第34回県西地区障害者文化事業
～つなごうみんなの心～

日　時　12月12日（土）９：30～15：00

場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
　　　　３階ホール　301集会室

内　容　・県西地区の障がい福祉関係機関、団体
　　　　　などの作品展示と手作り製品の販売
　　　　・第４回県西地区アート作品コンクール
　　　　　「キラッとひかれ！わたしのアート」
　　　　・楽器演奏、踊りなどのアトラクション

問合せ　中井やまゆり園地域支援課
　　　　（☎81－0288）

❸

広告の規格
5.0cm×9.0cm
2.5cm×9.0cm
2.5cm×5.0cm

掲載料
36,000円
20,000円
12,000円



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　12月22日（火）14：00～16：00
場　所　役場４階　402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）

❹

月　　日
受付時間
場　　所

平成28年１月７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

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12月～平成27年２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

12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

12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で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先します。

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。

３か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

12月22日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年８～９月生まれの乳児
母子健康手帳

月　　日
受付時間
場　　所

平成28年１月５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。

日　　時

場　　所
対　　象

内　　容

持 ち 物

平成28年１月７日（木）
10：00～15：30
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）
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説明、
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。

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

今月の納期限
●12月10日（木）
　上下水道使用料（Ａ地区第５期分）

●12月25日（金）
　固定資産税（第３期分）
　保育園保育料（12月分）
　放課後児童クラブ負担金（12月分）
　国民健康保険税（第７期分）
　介護保険料（第６期分）
　下水道受益者負担金（第３期分）　
　町設置型浄化槽分担金（第３期分）
　町営住宅使用料（12月分）
　幼稚園保育料（12月分）　　

●平成28年１月４日（月）
　後期高齢者医療制度保険料（第６期分）

12月16日号の
おしらせ版はお休みです


