
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 ： miraikurage@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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☎０４６５－７５－１１２２㈹
ホームページ http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

国民健康保険加入者の
人間ドック受検費用を助成します
　町では、生活習慣病予防のための健診・保健指
導を目的に、国民健康保険加入者の人間ドック受
検費用を助成しています。希望される方は事前に
お申込みください。
対　象　次の要件すべてに該当する方

①受験日の属する月より、過去６か月を通じ
て町の国民健康保険に加入している方
②受検日に満35歳以上の方
③国民健康保険税を完納している方
④受検結果表の写しを提出し、必要に応
じた保健指導を受けることができる方

助成額　20,000円（限度額）
申込み　４月11日（月）から開　始
申込み　人間ドックを受検する前に、印鑑、健康
方　法　保険証をお持ちのうえ、役場保険健康課・
　　　　健康福祉センター窓口又は清水・三保支
　　　　所でお申込みください
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）申込み

国民年金 学生納付特例制度のお知らせ
　日本国内にお住まいの方は、20歳になると国民
年金に加入し保険料を納付することが義務づけら
れていますが、所得の額が一定以下の学生の方
は、申請により保険料の納付を猶予される制度が
あります。希望される方は申請してください。

対　　象　平成27年分所得が118万円以下の学生
　　　　　の方
※学校によっては一部該当しない場合があります。

申請場所　役場保険健康課窓口又は清水・三保支所
※各申請場所で申請書を配付しています。
※学生納付特例制度の申請は、年度ごとに必要で
す。（日本年金機構からハガキが送付されてい
る方で、平成28年度も同じ学校に在学する方は、
必要事項を記入し返送してください。）

必要書類
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・学生であることを証明する書類（申請年度有効
　の学生証（コピー可）又は在学証明書）
・年金手帳
・印鑑（本人が署名する場合は不要）
・会社などを退職して学生になった方は、雇用保
　険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など

※学生納付特例制度は、保険料の免除制度ではな
　く納付猶予制度です。

問合せ申請先　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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　環境課生活環境班（☎75－3656）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保

山北第２・第３、
岸、向原

収集日
４月27日
（水）

４月28日
（木）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

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も募集しています。
日　時　４月16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）



住　　所

氏　　名

電話番号

種　類

毛　色

名　前

生年月日

性　　別

備　　考

　　年　　月　　日

オス・メス

山北町

犬について飼い主について

きりとり線

奨学生を募集します
　町では、町内に住民登録のある高校生、大学生
を対象に奨学金を貸与しています。希望される方
は申請してください。

貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
申請期間　４月５日（火）～28日（木）
申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書

（前年度通信票などの写しでも可）を添付
し、学校教育課窓口に提出してください

※願書は、４月５日（火）から、学校教育課で配付します。
問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

犬の登録と狂犬病予防注射
　平成28年度の犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。生後３か月を過ぎた犬には、生涯１回の登録
と毎年１回の狂犬病予防注射が義務付けられています。すでに登録をしている犬は、今回注射のみとな
りますが、まだ登録していない犬は、登録と注射を行ってください。

❷

対　象　生後３か月以上の犬
料　金　◎登録済みで注射のみの犬 3,600円
　　　　　　注射料金 3,050円
　　　　　　注射済証交付手数料 550円
　　　　◎新規登録と注射をする犬 6,600円
　　　　　　注射料金 3,050円
　　　　　　注射済証交付手数料 550円
　　　　　　登録手数料 3,000円
手続きに必要なもの　愛犬手帳
注　意　
○次の項目が１つでも当てはまる犬は注射を
　受けられません。
・元気がない
・妊娠、授乳、発情中である
・下痢をしている
・注射後に具合が悪くなったことがある
・病気治療中である
・１か月以内にほかの予防注射を受けている
○犬が病気や高齢の場合は、事前にかかりつけの獣医師に相談してください。
○転入してきた方は、前にお住まいだった市町村で交付された鑑札と愛犬手帳を必ずお持ちください。
○動物病院で注射された方は、その旨（注射済証）を申し出てください。
問合せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

※犬の新規登録をされる方は、犬の新規登録受付票に必要事項を記入し、当日お持ちください。

犬の新規登録受付票

狂犬病予防注射日程
月　日

4月27日
（水）

4月28日
（木）

時　間
 9：00 ～ 9：10
 9：20 ～ 9：30
 10：05 ～ 10：15
 10：35 ～ 10：55
 11：05 ～ 11：30
 11：45 ～ 12：15
 9：00 ～ 9：10
 9：20 ～ 9：40
 9：50 ～ 10：00
 10：15 ～ 10：35
 11：00 ～ 11：05
 11：20 ～ 11：40
 11：55 ～ 12：15

場　所
役場三保支所
畑集会所
共和トレーニングセンター
平山集会所
高齢者いきいきセンター
山北町役場
（有）田中モータース駐車場
役場清水支所
谷ケ公民館
山北体育館
旧高松分校グラウンド
安洞集会所
下本村コミュニティセンター

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　４月19日（火）※雨天中止。
行き先　しとどの窟と城山ハイキングコース（湯河原町）
集　合　山北駅表口　８：00
費　用　会員の方　　　2,010円（交通費）
　　　　新規入会の方　3,010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、雨具、健康保険証など
申込み　４月15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）

いわや



第5回神奈川チェンソーアート競技大会
　足柄上地域産の間伐材などからチェンソーを
使って木彫作品をつくる技を競う大会を開催します。
ダイナミックなアートの制作過程を体感してください！

日　時　４月29日（金・祝）９：30～14：30　
　　　　※雨天決行。
場　所　大野山山頂付近
主　催　神奈川チェンソーアート競技大会実行委員会
問合せ　事務局
　　　　（県西地域県政総合センター企画調整課内）
　　　　（☎32－8000内線2215）
　　　　（URL http://kanagawachainsaw.blog.fc2.com/）

町親睦ゴルフ大会を開催します
月　日　５月31日（火）※雨天決行。
時　間　１組目スタート８：00予定
場　所　リバーサカワ・ゴルフクラブ
対　象　町内にお住まい又はお勤めの方
　　　　※高校生以下は参加できません。
定　員　100名（先着順）
費　用　１人12,000円
　　　　（参加料2,000円、プレー料金10,000円）
　　　　※ゴルフ場利用料・消費税込み、食事付き（限定食）。
　　　　※優勝者には、支配人賞としてホテル宿泊
　　　　　券が贈呈されます。
プレー　乗用カートによる18ホールセルフプレー
方　法　※スパイクシューズ使用不可。
　　　　※高反発クラブ使用可。
申込み　５月12日（木）まで期　限
申込み　生涯学習課窓口で配付している申込み用
方　法　紙に必要事項を記入のうえ、参加料を添
　　　　えてお申込みください
※締切り後の取消しや当日不参加の場合、参加料
　は返却できません。
※プレー料金は、当日ゴルフ場でお支払いください。
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

町パークゴルフ場に1日券！
　４月から、当日なら何回でもプレーできる１日
券をぜひご利用ください。
１日券料金　大　人（高校生以上）500円
　　　　　子ども（中学生以下）250円
※水曜日はパークゴルフ場の休場日です。
問 合 せ　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）
　　　　　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

❸

山北JVC（ジュニアバレーボールクラブ）部員募集
　山北JVCでは、部員を募集しています。いつで
も気軽に練習体験に参加してみてください。

練習日　毎週水曜日18：00～20：00（川村小学校体育館）
　　　　毎週土曜日17：00～19：30（山北中学校体育館）
対　象　小学生男女
会　費　年額2,700円
指導者　全日本小学生ジュニアバレーボール指導有資格者など

ジュニアバレーボール（体験）教室を開催します
日　時　４月29日（金・祝）９：00～12：00
場　所　川村小学校体育館
問合せ　山北JVC 松田　浩義（76－3481）
 加藤　康智（75－3373）
 湯川　英樹（75－2378）
　　　　（URL http://www.geocities.jp/katouyasutomo/jvc.html）

まつ だ ひろよし

か とう やすとも

ゆ かわ ひで き

水中運動を始めてみませんか
　現在、次のサークルで会員を募集しています。健康づくりに興味のある方は、気軽に参加してみてください。

※サークルによって活動内容や年会費などが異なりますので、ご注意ください。
※募集内容の詳細については、各団体へお問合せください。
場　所　健康福祉センター３階「さくらの湯」運動浴室
持ち物　水泳帽、水着、飲み物、タオル
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

問合せ時　間
11：00～12：00
13：30～14：30
14：45～15：45
19：00～20：00
11：00～12：00
13：15～14：15

19：00～20：00

19：00～20：00
19：00～20：00
14：30～15：30

サークル名
スイミングさくら
すみれ
アリエル
スイスイ
まんぼう
ひまわり会

アクア健康倶楽部

O’hana

曜日
月
火
火
水
金
金

金

月
火
金

費　用

１回
１回
月
月
月

１回

１回

500円
500円
1,000円
2,000円
1,750円

500円

500円

佐藤　節子（☎75－0633）
石井　道子（☎82－1506）
小西　恵子（☎76－3378）
湯山　節子（☎76－3123）
佐藤佳代子（☎75－2826）
岡本　君江（☎74－3246）

関　和子　（☎75－0885）

加藤　勝芳
　（☎090－6018－7686）

備考
女性限定

女性限定

さ とう せつ こ

いし い みち こ

こ にし けい こ

さ とう か　よ　こ

ゆ やま せつ こ

か とう　　かつよし

おかもと　　きみ え

せき かず こ

お問合せください



森林セラピスト・森林セラピーガイド
資格取得にかかる費用の補助について
　森林セラピー運営協議会では、山北町の森林セ
ラピーに興味のある方に対し、森林セラピスト・
森林セラピーガイドの資格取得にかかる費用の一
部を補助します。

補助内容　森林セラピスト・森林セラピーガイド
　　　　　の通信教育検定受講料　
対　　象　町内に在住で、資格取得後に山北町森

林セラピー「森のおもてなしガイド」
として協力できる方

補助件数　２件（先着順）
補 助 額　上限20,000円　
申込み方法　健康福祉センターで配付する補助金交

付申請書に必要事項を記入し、直接お
持ちください

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）

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27年４～６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

４月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

４月19日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成27年２～４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

４月26日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成27年12月～平成28年１月生ま
れの乳児
母子健康手帳

「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》
４月20日（水）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
4月13日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

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　４月20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）

今月の納期限
●４月11日（月）
　上下水道使用料（Ａ地区第１期分）

●５月２日（月）
　保育園保育料（４月分）
　放課後児童クラブ負担金（４月分）
　国民健康保険税（第１期分）
　し尿処理手数料（第４期分）
　町営住宅使用料（４月分）
　幼稚園保育料（４月分）


