
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

ハンドヒーリング ￥15,000　タロット占い ￥2,500　初回￥1,500
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平成２８年３月１日発行 第６１３号
編集発行 山北町役場企画財政課
〒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/

生涯学習活動モデル事業に助成します
　町では、生涯学習活動の推進を図るため、モデ
ルとなるような活動を行う自治会や町内の各種団
体などに助成金を交付します。

助成対象　教養を高めるための講座・教室などの
　　　　　開催、学習成果の発表会、地域の人々
　　　　　の交流を促進する活動など
助成金額　対象事業費の３/4以内（上限15万円）
助成期間　最長３年間　※毎年度審査があります。
募集団体　３団体（新規）
選考方法　申請書類により山北町生涯学習推進協
　　　　　議会で審査し、助成団体を決定します
申込み期限　３月25日（金）まで
申 込 み　役場生涯学習課窓口で配付する申請書
方　　法　に必要事項を記入し、提出してください
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

卒業・入学祝いに
「山北町商品券」をご利用ください
　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に「山北町商品券」をご利用く
ださい。

種　　類　500円券・1,000円券の２種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただ
　けます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。
購入場所　役場会計課及び清水・三保支所
※ご購入枚数によっては、お渡しまで時間をいた
　だく場合がありますので、事前にご連絡をいた
　だければ準備いたします。
有効期限　１年間
※商品券に記載されている期限日までご利用でき
　ます。

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限にご注意ください。
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から２
か月となりますので、小額でもお早めに換金して
ください。

問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

山北中学校　吹奏楽部
第２回スプリングコンサートのお知らせ
　吹奏楽部が力を入れている演奏会の１つ『スプ
リングコンサート』を開催します。生徒が演奏会
に向けて、いろいろなジャンルの曲に挑戦してい
ます。お誘い合わせのうえ、ぜひご来場くださ
い。お待ちしています。

日　時　３月26日（土）
　　　　13：30～15：30（開場13：00）
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
問合せ　山北中学校（☎75－0755）

東日本大震災から５年を迎えます
　３月11日（金）で、東日本大震災の発生から５
年を迎えます。東日本大震災でお亡くなりになら
れた多くの方々のご冥福と、被災地の一日も早い
復興をお祈りし、地震の発生した時刻（14：46）
に合わせ、防災行政無線のサイレンを１分間流し
ますので、哀悼の意を表し黙とうを捧げていただ
きますようお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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ふれあい農園の利用者募集
　町では、自然の中で土とふれあい、野菜を作る
ことで農業を体感してもらうことを目的にふれあ
い農園を開設しています。自分で野菜を作ってみ
たいと思う方はぜひ応募してください。

募集区画　向原地区１区画（約40㎡）
　　　　　（先着順）
契約期間　平成28年４月１日～平成30年３月31日
　　　　　（以降の更新も可）
使 用 料　年額2,000円
応募資格　町内にお住まい又はお勤めで非農家の方
問 合 せ　環境農林課農林振興班
申 込 み　（☎75－3654）

サンライズやまきたの
入居者を募集します

募集住宅　地域優良賃貸住宅（サンライズやまきた）
　　　　　１戸　205号室
間 取 り　2LDK（65.27㎡）
主な入居資格　①入居者と同居親族の平成26年の月あ

　たりの合計所得が15万８千円以上48
　万７千円以下の方  

　　　　　②町内・町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚
　　　　　　や婚約中の若年世帯など
※入居資格の詳細は、定住対策室へお問合せくだ
　さい。
家 賃 等　65,000円
※入居世帯の合計所得により減額制度を利用でき
る場合があります。（入居者負担額52,000円～
６5,000円）
受付期間　３月１日（火）～15日（火）
応募方法　入居申込書に必要事項を記入して、定
　　　　　住対策室に提出してください
※入居申込書は定住対策室で配付します。
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
　しとなります。
※希望者多数の場合、選考の後、抽選を行い決定
　します。
入居可能時期　４月中旬頃（予定）
問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

受付期間　３月７日（月）～10日（木）
　　　　　８：30～17：15
試験日程　第１次試験：３月16日（水）
　　　　　　　　　　　９：00～13：00（予定）
　　　　　第２次試験：第１次試験合格者に直接
　　　　　　　　　　　連絡
試験会場　役場４階　402会議室
試験内容　第１次試験：一般的な知識についての

　　　　　　筆記試験、適正検査
　　　　　第２次試験：第１次試験合格者につい

　　　　　　て、面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付
けたものを１通）、エントリーシート
（町指定のもの）、成績証明書、卒業証
明書又は卒業見込証明書、資格証明書
又は取得見込証明書

※申込書は、３月１日（火）から総務防災課で配
付します。町ホームページからもダウンロード
できます。
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期

末勤勉手当などを支給）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　３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、つめ放題
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）
※出店者を募集しています。お気軽にお問合せく
　ださい。

せ　と よしのぶ
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町職員を募集します！！
　町では、平成28年４月１日採用予定の新採用職員を募集します。

応　募　資　格
昭和41年４月２日以降出生で保健師の資格をお
持ちの方、又は採用期日までに取得見込みの方

採用人数

１　名

職　種

保　健　師

採用予定日

平成28年４月１日

募集内容



男性のための料理教室
日　時　３月12日（土）９：30から
場　所　健康福祉センター２階　調理実習室
内　容　ちらし寿司
定　員　30名
費　用　実費（当日徴収します）
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　３月８日（火）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

二ノ倉開発採石場増設事業にかかわる
事後調査報告書の写しの縦覧について
　「神奈川県環境影響評価条例（環境アセスメン
ト）」に基づき、次のとおり二ノ倉開発採石場増設
事業にかかわる事後調査報告書の写しの縦覧（閲
覧）を行います。

縦覧期間　３月15日（火）～29日（火）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
縦覧時間　８：30～12：00  13：00～17：15
縦覧場所　役場環境農林課窓口、清水支所で縦覧
　　　　　できます
問 合 せ　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

やまきたで暮らしてみようフェア
開催のお知らせ

　町の定住施策制度紹介のほかに、多世代で楽し
めるワークショップなど、どなたでも楽しめます
ので、お花見がてらお越しください。

日　時　３月26日（土）10：00～16：00
場　所　ふるさと交流センター裏側スペース
内　容　・空き家バンクの物件や定住施策制度紹介
　　　　・定住プロモーションビデオ上映会
　　　　・資産活用などの無料セミナー
　　　　・窯焼きピザや流木を使ったワークショッ
　　　　　プ　など
問合せ　やまきたで暮らしてみようフェア
　　　　実行委員会事務局（定住対策室内）
　　　　（☎75－3650） まきば館 一日陶芸教室を開催します

日　時　①３月19日（土）10：00～15：00
　　　　②３月20日（日・祝）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人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　３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

サイクルＤＡＹかながわ
～自転車で未病を治そう～

　キッズサイクル教室や最新自転車の展示・試乗
など、子どもから大人まで一日中楽しめるイベン
トです。

日　時　３月６日（日）10：00～15：00
　　　　※小雨決行。
場　所　開成町みなみ中央公園
　　　　（開成町立開成南小学校隣）
内　容　・キッズサイクル教室
　　　　・最新自転車の展示・試乗
　　　　・スタンプラリー抽選会
　　　　・ライディングセミナー
　　　　・ボルダリング体験
　　　　・キッチンカー　ほか
費　用　無料
問合せ　県西地域県政総合センター企画調整課
　　　　（☎32－8903）

❸

あしがら広域福祉センター
非常勤職員を募集

職　　種　事務員
業務内容　特養ホーム、在宅サービス事業所の経

理事務など
応募資格　・普通自動車運転免許を有する方
　　　　　・パソコン操作のできる方（ワード・

　エクセル）
募集人数　若干名
勤務日数　週５日以内（月～金曜日）
勤務時間　８：30～17：15
賃　　金　時給950円（交通費別途支給）
雇用期間　平成28年４月１日～平成29年３月31日
選考方法　書類審査と面接
※採用の場合、健康診断書を提出。
応募方法　３月18日（金）までの８：30～17：15に、

履歴書をあしがら広域福祉センターへ
直接提出してください

問 合 せ　大井町西大井1055（大井高校隣）
申 込 み　あしがら広域福祉センター庶務課
　　　　　（☎82－2294）

やまもと



ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　３月15日（火）※雨天中止。
行き先　我が町山北を歩こう
　　　　（河村新城～ふれあいビレッジ）　
集　合　山北駅表口　８：40
費　用　会員の方 380円 （交通費）
　　　　新規入会の方 1,380円 （交通費、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、敷物、雨具、健康保険証
　　　　など
申込み　３月11日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

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　３月16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）

❹

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

持 ち 物

３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。

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27年３～５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

３月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所

対　　象

持 ち 物

３月８日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成24年12月～平成25年２月生ま
れの幼児
母子健康手帳、3歳児健診検査セッ
ト（視力・聴力検査用紙・尿検査）

「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》
３月22日（火）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）

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
3月16日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

今月の納期限
●３月10日（木）
　上下水道使用料（Ｂ地区第６期分）

●３月25日（金）
　下水道受益者負担金（第４期分）　
　町設置型浄化槽分担金（第４期分）

●３月31日（木）
　保育園保育料（３月分）
　放課後児童クラブ負担金（３月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第9期分）
　町設置型浄化槽使用料（1・2月分）
　町営住宅使用料（３月分）
　幼稚園保育料（３月分）　


