
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・お問い合わせは下記にお電話下さい。
≪予約制≫080－1237－4051（高山中子）

※他2月12日（金）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

お　し　ら　せ　版
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ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

平成28年度町立小学校入学説明会
　町立小学校では、平成28年度に入学予定者の保
護者を対象とした入学説明会を開催します。該当
される保護者の方は、ご出席ください。

※室内履きをご用意ください。
※詳細については、各学校へお問合せください。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）
　　　　三保小学校（☎78－3028）

場　所
川村小学校
2階会議室

三保小学校
2階コミュニケー
ションルーム

川村小学校

三保小学校

2月4日（木）
10：30から

2月5日（金）
14：30から

日　時対象校

森林セラピー体験ツアー参加者募集
森林セラピーごゆるりプラン

日　時　２月６日（土）10：00～15：00
場　所　河村城跡コース
集　合　健康福祉センター
内　容　セラピーウォーク・ヨガ（室内）
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
　　　　※参加者が５名以上で開催します。
費　用　1,500円（町民の方は750円）

森林セラピー雪化粧プラン
日　時　２月７日（日）９：40～14：30
場　所　西丹沢西沢コース（健脚コース）
集　合　西丹沢自然教室
内　容　セラピーウォーク
※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
　　　　※参加者が５名以上で開催します。
費　用　1,000円（町民の方は500円）

申込み　参加申込書により、直接又はFAX、メ－ル
方　法　にてお申込みください
※申込書は、役場又は健康福祉センターで配付し
　ています。町ホームページからもダウンロード
　できます。
問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822  FAX76－4592）
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

通知カード（マイナンバー）は
お手元に届きましたか

　マイナンバーは今後、社会保
障・税・災害対策の行政手続
で必要となりますので、大切
に保管しておいてください。
　なお、お手元に≪通知カー
ド≫が届いていない方は、町
民税務課へご連絡ください。

問合せ　町民税務課町民班 
　　　　（☎75－3641）

マイナンバー
イメージキャラクター

マイナちゃん

山北サッカークラブ体験教室
日　時　２月７日（日）９：30～11：30
場　所　川村小学校（グラウンド）
対　象　町内在住の年長～小学校３年生までの男
　　　　の子・女の子
内　容　ボール遊び、ミニゲームなど
※運動のできる服装、飲み物をお持ちください。
費　用　無料
※申込みは不要ですので、直接グラウンドにお越
　しください。
問合せ　山北サッカークラブ事務局　相良　
　　　　（☎20－9820　携帯090－3218－0599）



川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　１月23日（土）8：20～12：15

場　所　川村小学校

内　容　
　日課　大縄集会（朝の時間8：20～8：40）
　　　　１校時 8：45～　２校時 9：35～
　　　　３校時10：40～　４校時11：30～12：15
※３校時は「子どもの携帯電話・スマートフォン
　の使い方保護者向け講座」があります。地域の
　方もぜひご参加ください。４校時は４～６年生
　が行います。
※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。
※丸山公園内道路・役場西側駐車場に駐車するこ
　とができます。

問合せ　川村小学校（☎75－1142）

平成28年度
放課後児童クラブ（学童保育）の入所説明会
　町では、保護者が仕事や家庭の事情などで昼間
家庭にいない児童のために、川村小学校で放課後
児童クラブを運営しています。
　平成28年４月に小学校に入学する新１年生や、
新たに利用を検討している方を対象に、放課後児
童クラブ入所説明会を開催します。利用を希望さ
れる方は、ご参加ください。

日　時　１月28日（木）19：00から
場　所　やまきた児童クラブ
　　　　（川村小学校A棟１階）
対象児童　小学校１～６年生で次の①又は②に該当
　　　　する児童
　　　　①保護者が就労などにより昼間留守家庭
　　　　　の児童
　　　　②保護者が長期疾病などで保護者に代わ
　　　　　る者がいない家庭の児童
※予約は不要ですので、直接会場にお越しください。
※申込み書類は、説明会で配付するほか、福祉課
　でも配付します。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

町営住宅の入居者を募集します
募集住宅　田屋敷住宅４階　１戸（403号室 2LDK）
　　　　　※共同エレベーター完備

主な入居資格　・町内在住又は在勤していること
　　　　　・町税及び公共料金に滞納がないこと
　　　　　・現在、住宅に困窮していること
これらの条件をすべて備え、次の①又は②を満た
す方
①一般世帯の場合
　夫婦（婚約中などを含む）又は親子を主体とし
た家庭で、平成26年の月あたりの合計所得が15万
８千円以下であること
②高齢者世帯や障がい者世帯の場合
　入居時の年齢が60歳以上の方又は身体・精神・
知的障がいのある方で、平成26年の月あたりの合
計所得が21万４千円以下であること（ただし、昭
和31年４月１日以前に生まれた方も緩和措置によ
り入居資格があります）
※犬・猫そのほかの動物は飼えません。
※入居資格の詳細は、町ホームページにも掲載し
　ています。

受付期間　１月18日（月）～29日（金）

応募方法　入居申込書に必要事項を記入し、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。

問合せ申込み　定住対策室定住対策班（☎75－3650）

❷

あさ

防災講演会を開催します
　県西地域２市８町で構成する神奈川県西部広域
行政協議会防災部会では、有事の際には不可欠
な、自主防災組織などによる自助・共助活動の意
識の高揚や、地域における防災・減災活動の推進
を図ることを目的に、防災講演会を開催します。

日　時　２月27日（土）
　　　　13：30～15：30（開場13：00）
場　所　小田原市民会館３階　小ホール
　　　　（小田原市本町1－5－12）
内　容　・講演Ⅰ「平成27年９月関東・東北豪雨
　　　　　　　　　常総市での発災から支援まで」
　　　　　講師　公益社団法人西入間青年会議所
　　　　　　　　浅見　之博　氏
　　　　・講演Ⅱ「平成26年８月20日広島豪雨
　　　　　　　　　災害を経験して！」
　　　　　講師　広島市防災士ネットワーク
　　　　　　　　代表世話人　柳追　長三　氏
定　員　200名（定員になり次第、締切り）
費　用　無料
申込み　２月19日（金）まで
期　限　８：30～17：00（土・日曜日、祝日を除く）
問合せ　総務防災課防災消防班
申込み　（☎75－3643）

み ゆきひろ

やなぎさこ ちょうそう



所得税・事業税・住民税の申告相談
日　時　２月９日（火）
　　　　受付 9：30～11：00、13：00～15：00
場　所　生涯学習センター２階　会議室
持ち物　筆記用具、印鑑、電卓、申告書（送付されて

いる方）、源泉徴収票、医療費の領収書、
社会保険料の証明書、生命保険料控除証
明書、地震保険料証明書、損害保険料証
明書、収入金額や必要経費のわかるもの、
前年の申告書の控えなど

※譲渡所得（土地、建物及び株式など）のある方、
　所得金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を
　初めて受けられる方は、ご遠慮ください。
※混雑状況により、受付終了時刻が早まる場合が
　ありますので、ご了承ください。
問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

青色申告会による確定申告指導会
　青色申告会では、所得税の確定申告指導会場を
開設し、経験豊富なスタッフが決算書・申告書作
成の指導をします。また、税理士による無料相談
コーナーもあります。

期　間　２月１日（月）～３月15日（火）
※土・日曜日、祝日も開設します。
※２月の土曜日は休業日となります。
時　間　９：00～15：00（最終日は14：00まで）
場　所　青色会館３階　大ホール
　　　　（小田原市本町2－3－24）
※会員の申告書を預かり、税務署に提出すること
　ができます。また、e－taxをサポートさせてい
　ただきます。
問合せ　（公社）小田原青色申告会事業課
　　　　（☎24－2614）

小田原税務署からのお知らせ
　小田原税務署では、所得税及び復興特別所得
税・贈与税・個人消費税の確定申告書の作成相談
及び提出を受け付けます。

会場設置　２月８日（月）～３月15日（火）
期　間　（土・日曜日、祝日を除く）
※２月21日（日）及び28日（日）は受け付けます。
※２月５日（金）までは、申告書作成会場は開設
　していません。
時　間　受付 8：30から（提出は17：00まで）
　　　　相談 9：00～17：00
※混雑の状況により、受付終了時刻が早まる場合
　がありますので、ご了承ください。
場　所　小田原税務署３階
申告期限　・所得税及び復興特別所得税・贈与税：
・納期限　　３月15日（火）まで
　　　　・個人事業者の消費税：３月31日（木）ま
　　　　　で
問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

❸

税理士による無料申告相談のお知らせ

対　象　小規模納税者の所得税及び消費税、年金
　　　　受給者及び給与所得者の所得税の申告
※土地、建物及び株式などの譲渡所得のある方、所得
金額が高額な方、住宅借入金等特別控除を初めて
受けられる方、相談内容が複雑な方及び税理士に
依頼されている方の申告相談は、ご遠慮ください。

問合せ　小田原税務署（☎35－4511）

場　　所
小田原市川東タウンセンター
マロニエ3階マロニエホール
南足柄市役所5階　
大会議室

2月3日
（水）
2月15日
（月）

9：30～11：00
13：00～15：00

受付時間月　日浄化槽の適正な維持管理にご協力を
　浄化槽は、適正な管理を行わないと、放流水の
水質が悪化し、生活環境を悪くする原因となって
しまいます。適正に使っていても汚れが溜まるの
で、１年に一度清掃が必要になります。
※町では、衛生的で快適な生活と河川や水路など
　水環境保全のため、合併処理浄化槽の設置を推
　奨しています。
※下水道処理区域にお住まいの方は、公共下水道
　に接続をお願いします。

【合併処理浄化槽活用のコツ】

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境農林課生活環境班（☎75－3654）

た



かながわ脳トレ教室
～今、話題のコグニサイズを学びませんか？～
　町では、かながわ脳トレ教室の主事業として、認
知症予防に大きな効果があるとされる「コグニサイ
ズ」教室を開催しますので、ぜひご参加ください。
なお、町での開催は今回限りかもしれません。
※コグニサイズとは、運動と課題を組み合わせた
（計算、しりとりをしながら歩行するなど）認知
症予防を目的とした取り組みです。NHKでも取
り上げられ、県内全域で推進しています。

日　時　２月28日(日)
　　　　10：00～12：00（受付開始９：30）
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール
定　員　40名程度（先着順）
費　用　無料
※動きやすい服装と水分補給のための飲み物をお
　持ちください。
申込み　２月19日（金）まで期　限
問合せ　保険健康課保険年金班
申込み　（☎75－3642）

将来農家を継ぐための相談会
　将来農家を継ぐ方、継ぐか迷っている方、ご相
談ください！　
　会社員からの就農方法と農家の相続についての
講演会の後、個別相談会を行います。

日　時　２月20日（土）13：30～17：00
場　所　JAかながわ西湘本店　大会議室
定　員　50名
※定員を超えた場合は、抽選になります。
申込み　２月５日（金）まで
期　限　※17：00必着です。
※詳細はホームページをご確認ください。
　（http://kensei-einou.jimdo.com/）
問合せ　県西営農支援センター事務局
申込み　（小田原市農政課）
　　　　（☎33－1494）

❹

第2回 志賀高原スキーツアー募集
日　程　２月19日（金）７：00出発予定
　　　　２月21日（日）20：00帰着予定
※出発・帰着場所は、山北駅表口です。
場　所　長野県志賀高原スキー場
宿泊先　志賀サンバレー志賀の湯ホテル
定　員　30名（先着順）
費　用　34,000円（宿泊代、バス代、傷害保険料含む）
申込み金　14,000円
※２月１日以降に取消しの場合は返金できません。

第10回 ジュニアスキースクール開催
日　程　２月27日（土）※予備日3月5日（土）
　　　　役場西側駐車場集合 7：30（出発８：00）
　　　　役場西側駐車場帰着予定  18：00
※雨天の場合は、予備日に順延します。
場　所　カムイ御坂スキー場
対　象　小学校3年生～中学校3年生
定　員　30名（先着順）
費　用　9,000円（バス代、傷害保険料、昼食代、ス
　　　　キーレンタル料、入場料、リフト料含む）
※スキー用具をお持ちの方は、スキーレンタル料
　金分安くなります。

問合せ　山北町体育協会スキー部
申込み　武　芳和（武書店）（☎75－0020）
　　　　大谷　隆（大谷スポーツ店）（☎75－0138）

たけ　　よしかず

おおたに たかし

「ふるさと生活技術指導士」による
麹を使った料理講習会

　「ふるさと生活技術指導士」は、農家に受け継
がれてきた文化や生産物を有効に活用する技術を
紹介して、町民の方々と交流を図り、農業の理解
や振興をめざしています。
　今回は塩麹・醤油麹を手作りします。ぜひご参
加ください。

日　時　２月16日（火）9：30～13：00
場　所　生涯学習センター３階　調理実習室
定　員　20名
費　用　実費
持ち物　エプロン、三角巾
申込み　２月９日（火）まで期　限
問合せ　瀬戸　ヨシ子（☎75－1238）
申込み　和田　文之（☎75－1757）

こうじ

しょうゆ

せ　と こ

ふみ のわ　だ

1月26日は文化財防火デー
　昭和24年１月26日に奈良県の法隆寺金堂から出
火し、大半の国宝が焼失したことを契機に、文化
財を火災や震災、その他の災害から保護するとと
もに、国民の文化財愛護思想の普及高揚を図るこ
とを目的とし、昭和30年１月26日に文化財防火
デーが制定されました。
　また、この時期は火災が発生しやすいこともあ
り、文化財を火災から守ろうと、毎年全国的に文
化財防火運動が展開されています。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）



～事業者のみなさんへ～
平成28年度「一般競争（指名競争）
参加資格審査申請」の追加受付について
　町が、物品の購入や工事などを発注するときに
行う入札には、入札参加資格として、あらかじめ
審査を受けて名簿に登録されていることが条件と
なっています。
　平成28年度については、追加の名簿登録となり
ます。登録を希望される事業者の方は、次のとお
り参加資格審査申請をしてください。

受付期間　２月１日（月）～29日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
受付時間　９：00～17：00（12：00～13：00を除く）
登録有効期間　平成28年４月１日～平成29年３月31日
※様式など詳細は、町ホームページ（事業者向け
　情報）をご確認ください。
問合せ申込み　総務防災課財産管理班（☎75－3643）

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会

　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールが連
携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者を
対象に相談会を行い、一人ひとりの自立や学校生
活の再開に向けた支援を行います。

日　時　２月６日(土)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　藤沢合同庁舎（藤沢市鵠沼石上2－7－1）
内　容　・不登校経験者による座談会
　　　　・フリースクールなど活動紹介　
　　　　・個別相談会　など
参加費　無料
※事前申込みは不要です。
問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部
　　　　子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ籔、後藤
　　　　（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）

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
嵐地区獣害防止柵設置工事 有限会社池谷建設 3,672,000円 3,456,000円環境農林課

入札結果12月中

❺

※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）

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライ
　ド）の接種を受けたことがある方は対象外となります。
※満66歳以上75歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
　有し、身体障害者手帳１級に相当する方も対象となります。
接種期限　３月31日(木)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　　　　　　　　　　　
接種回数　５年に１回　　　　　　　　　　　　　
自己負担額　3,000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申請時に提示してください。
申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部助成を実施しています。

対　　象　平成27年度に次の年齢となる町民の方
①75歳以上
②70歳
③65歳

④満60歳以上65歳未満

昭和16年４月１日以前に生まれた方
昭和20年4月2日～昭和21年４月１日生まれの方
昭和25年4月2日～昭和26年４月１日生まれの方
心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを有
し、身体障害者手帳１級に相当する方



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　１月26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）

予備自衛官補を募集します
応募資格　①一般　18歳以上34歳未満の者
　　　　②技能　・国家免許資格などを有する者
　　　　　　　　・18歳以上資格により53歳未満
　　　　　　　　　又は55歳未満の者
試験期日　４月15日（金）～19日（火）のうち１日
　　　　を予定
受付期限　４月８日（金）まで
※試験期日、合格発表、入隊時期などの詳細は、
　問合せ先にご確認ください。
問合せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域
申込み　事務所（小田原市栄町1－14－9　ＮＴビ
　　　　ル３階）（☎24－3080）

❻

月　　日
受付時間
場　　所

２月４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。

  離乳食教室
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

内 　 容

持 ち 物

２月３日（水）
９：30～９：45
健康福祉センター
平成27年６～８月生まれの乳児
お子さんの計測（身長・体重）
離乳食について［講義］
母子健康手帳

月　　日
受付時間
場　　所

２月２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

費　　用
持 ち 物

２月６日（土）10：00～12：00
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

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）

平成27年度  在宅医療推進事業
地域福祉コーディネーター事業  講演会
～地域で、家で、自分にできること～

　すべての人が安心して心豊かに暮らせる地域を
つくるために、“自分”は何ができるのか、一緒に
考えてみませんか？

日　時　１月27日（水）14：00～16：00
場　所　小田原合同庁舎3EF会議室
　　　　（小田原市荻窪350－1）
※駐車場に限りがありますので、公共交通機関を
　ご利用ください。
内　容　第１部　県西地域での活動紹介
　　　　　　　　・介護予防サポート隊（南足柄市）
　　　　　　　　・ささえあい久野（小田原市）
　　　　第２部　講演「さあ、できることから
　　　　　　　　　　　始めよう！」
　　　　　　　　講師　公益財団法人さわやか
　　　　　　　　　　　福祉財団会長・弁護士
　　　　　　　　　　　堀田　力  氏
定　員　100名
費　用　無料
問合せ　小田原保健福祉事務所保健福祉部
申込み　保健福祉課（☎32－8000）

ほっ た つとむ

糖尿病公開講座「薬物療法と検査」
　糖尿病治療薬や検査項目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。

日　時　１月28日（木）17：00～18：00
場　所　足柄上病院　講義室
講　師　薬剤師　鈴木　功　氏
　　　　臨床検査技師　春成　姿子　氏
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課鈴木（☎83－0351）

すず き

はるなり しな こ

いさお


