
山北鉄道公園のご利用について
　山北鉄道公園内に保存されている蒸気機関車Ｄ
５２の動態化に伴い、現在蒸気機関車周辺の安全
対策工事を行っているところですが、一部立ち入
りできない箇所やゲートボール場の使用ができな
くなっています。なお、公園内のトイレ・遊具の
利用はできますが、気をつけてご使用ください。
　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。

期　　限　9月下旬まで（予定）
場　　所　山北鉄道公園内（山北2544-16他）
施工業者　静和建設(株)（☎76－3420）
問 合 せ　企画政策課企画班（☎75－3651）
　　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

道の駅「山北」大感謝祭
　道の駅「山北」では、日頃のご愛顧に感謝し、
大感謝祭を開催します。みなさんぜひご来店くだ
さい。

日　時　7月23日（土）、24日（日）
　　　　9：00～17：00
場　所　道の駅「山北」
内　容　焼きとうもろこし、フランクフルト、

じゃがバター、焼きそば、焼きとり、鮎
の塩焼き、金魚すくいほか

※お買い上げいただいた方に、記念品を差し上げ
ます。

問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

とれたて山ちゃん　夏の収穫祭
　「とれたて山ちゃん」では、日頃のご愛顧に感
謝し、「夏の収穫祭」を開催します。みなさんの
ご来店をお待ちしています。

日　時　7月30日（土）、31日（日）
　　　　9：00～17：00
出品物　夏野菜、果物、特製コロッケ、農産物加工

品ほか
※ご来店の方には、手作りの冷たい「梅ジュー

ス」をサービスします。
問合せ　ふるさと直販加工組合「とれたて山ちゃん」

（☎75－3026）

電動アシスト自転車で
洒水の滝祭りに行ってみませんか？
　洒水の滝祭りの日、山北駅前で電動アシスト自
転車を借りた方に、当日、指定された店舗（café 
NICO、みっちゃん食堂、恭月）で使えるドリン
ク券をプレゼントします。

日　時　7月24 日（日）9：15～15：00 ※雨天中止。
　　　　（ドリンク券の配付時間）
料　金　4時間 500円（「レッツバイク県西」

ホームページから会員登録が必要）
　　　　1日 1,000円
問合せ　県西地域サイクリングエリア等整備推進

委員会事務局（☎32－8903）

木造建築物耐震診断費補助制度のご案内
　町では、地震に強い安全な街づくりをめざすた
め、建築してから一定の期間が過ぎた木造個人住
宅の「耐震診断」に要する経費の一部補助を行っ
ています。
　耐震診断を申請される方は、事前に役場都市整
備課へご相談ください。また、その際に希望され
る建築物が補助の対象となるか確認させていただ
きますので、住宅の建築年度、構造・規模などを
調べておいてください。
　補助制度の概要につきましては、町ホームペー
ジをご覧ください。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

日本の滝百選“洒
し ゃ す い

水の滝祭り”
　洒水の滝祭りが開催されます。暑さ厳しい夏の
1日を、洒水の滝で心も体もリフレッシュしませ
んか。みなさんぜひご来場ください。

日　時　7月24 日（日）9：45から　※雨天決行。
場　所　洒水の滝周辺及び滝不動尊境内（常実坊）
内　容　1．滝開き式など式典
　　　　2．太鼓競演（洒水太鼓、八潮太鼓（品川

区）、駿河の国鼓太郎（小山町））
　　　　3．洒水火祭り
　　　　4．ふれあい大会
問合せ　山北町観光協会（☎75－2717）
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平成28年熊本地震災害義援金募金のお礼
　熊本県で発生した地震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、
555,748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）　

「足柄乃文化」バックナンバーのご案内
　山北町地方史研究会では、年1回発刊する機関
誌「足柄乃文化」の以前に刊行した巻号の価格を
改めました。
　最新号を除く10年以内の巻号は1,000円、それ
以前の巻号は500円で販売しています。
　各巻号の目次につきましては、町ホームページ
をご覧ください。

販売場所　役場2階生涯学習課窓口
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

平成28年度自衛官募集案内
募集種目 資　格 受付期間（締切日必着） 試験期日

防衛大学校学生

一般 高卒（見込含）
21歳未満

前期 9月5日（月）
　 ～30日（金）

1次　11月  5日（土）・ 6日（日）
2次　12月  6日（火）～10日（土）

後期
平成29年
1月21日（土）
　 ～27日（金）

1次　平成29年2月18日（土）
2次　平成29年3月10日（金）

総合
選抜 同上 9月5日（月）～8日（木） 1次　 9月24日（土）

2次　10月29日（土）・30日（日）

推薦 同上（学校長が
推薦できる者） 9月5日（月）～8日（木） 9月24日（土）・25日（日）

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含） 　 
21歳未満 9月5日（月）～30日（金） 1次　10月29日（土）・30日（日）

2次　12月14日（水）～16日（金）
防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）
高卒（見込含）　

21歳未満 9月5日（月）～30日（金） 1次　10月15日（土）
2次　11月26日（土）・27日（日）

航　空　学　生
（航空、海上）

高卒（見込含）　
21歳未満 9月8日（木）まで

1次　 9月22日（木・祝）
2次　10月15日（土）～20日（木）
3次　11月12日（土）～12月15日（木）

一 般 曹 候 補 生 18歳以上
27歳未満 9月8日（木）まで

1次　 9月16日（金）・17日（土）
2次　10月  6日（木）～12日（水）
※いずれか1日を指定されます。

自衛官候補生
男子 18歳以上

27歳未満
年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。 受付時にお知らせします

女子 18歳以上
27歳未満 9月8日（木）まで 9月23日（金）～27日（火）

※いずれか1日を指定されます。

※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）小田原市栄町1－14－9　NTビル3F

75歳以上の方の健康診査
　町では、後期高齢者医療制度により、生活習慣
病（高血圧、心疾患、脳血管疾患、糖尿病など）
の治療をしていない方を対象に健康診査を行って
います。
　定期的に生活習慣病の検査を受けていない方
で、健康診査の受診を希望される方はお申込みく
ださい。

対　　象　・健康診査の受診日に75歳以上である方
　　　　　・65～74歳で後期高齢者医療制度に

加入している方
検査内容　血圧測定、尿検査、心電図検査、血

液検査（貧血、肝機能、脂質、血糖）
など

費　　用　無料
受診期間　8月1日（月）～平成29年3月31日（金）
※申込み後に、町から送付する健康診査票を持っ

て、町と契約をしている足柄上郡又は南足柄市
内の医療機関で受診してください。

※受診できる医療機関が不明な場合は、役場保険
健康課にお問合せください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）
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　県西地域2市8町（小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町・山北町・開成町・箱根町・真鶴町・
湯河原町）では、交流活動の一つとして、公共施設の無料チケットを作成しました。夏休み期間中（7月
21日～8月31日）に、小・中学生のみなさんがチケットを切り取って持っていくと、施設の入場料などが
無料になりますので、ぜひご利用ください。
※チケット1枚で1施設1名が無料になります。※コピー不可。　問合せ　企画政策課企画班（☎75－3651）

公共施設無料チケット

小・中学生の小・中学生の小・中学生の

健康福祉センター
さくらの湯 10:30～21:00

開場時間 チケット有効
期間中の休み 通常料金

一般 　　400円
3歳～中学生200円

（2時間利用可）

山北1971-2
（☎75-0819）

所在地・電話 備　　考施設名市町名
※運動浴室も利用できます。
　（利用の際は、水着、水泳
　  キャップが必要です。）

パークゴルフ場 9：00～18：00
(受付16:30まで)

一般 200円
中学生以下 100円
（1回18ホール）
用具レンタルは無料

山北3313-4
（☎75-3789）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の
　同伴が必要です。

山
北
町

＊有効期限＊
平成28年7月21日～平成28年8月31日

※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

＊有効期限＊
平成28年7月21日～平成28年8月31日

※チケット1枚につき、小・中学生1人1施設利用できます。

山北町山北町山北町

小田原城
天守閣
小田原城
歴史見聞館

いこいの森
（木工芸体験教室）

尊徳記念館

小田原文学館

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム）
小田原アリーナ

（サブアリーナ）
 (バスケットボール・バドミ
　ントン・卓球の個人利用)

一般 500円
小・中学生
 200円
一般 300円
小・中学生
 100円

教室参加料
 200円
一般 200円
小・中学生
 100円
一般 250円
小・中学生
 100円
トロピカルドーム
一般 200円
小・中学生100円

高校生以上300円
小・中学生100円

（1回で2時間利用可）
9:00～21:30

城内6-1
（☎23-1373）

9:00～17:00
(入館16:30まで)

城内3-71
（☎22-5795）

※土・日曜日、祝日、8月15日（月）
　～19日（金）は9:00～19:00
　(入館18:30まで)

9:00～17:00
(入館16:30まで)

久野4294-1 
（☎24-3785）

※入園料は無料です。

9:00～17:00
(入館16:30まで)

栢山2065-1 
（☎36-2381）

9:00～17:00
(入館16:30まで)

南町2-3-4 
（☎22-9881）

9:00～17:00
(9:00～16:30)

久野3798-5 
（☎34-2814）

中曽根263
（☎38-1144）

※ボールなどの用具類・体育館
　履きは持参してください。

小
田
原
市

9:00～17:00
(入館16:30まで)

御幸の浜
プール

一般 250円
小・中学生・4～6歳の
未就学児　100円

9:00～17:00 本町3-15-15 
（☎22-6080）

※大会などで利用できない場合
　があります。

※材料費は有料です。

平成 28 年度 平成 28 年度

木曜日
（祝日の場合は翌日）

水曜日

なし

なし

なし

なし

なし

なし

月曜日
（祝日の場合は翌日）

第4月曜日

☆夏休み特別企画☆

無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット 無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット無料チケット

体育センター
　温水プール

9:30～20:30
(小・中学生だけの
 利用は18:00まで）

一般 500円
小・中学生
 100円

和田河原1030
（☎72-1171）

体育センター総合体育館
（バドミントン・卓球の個人利用）

9:00～21:00
(小・中学生だけの
 利用は18:00まで）

一般1時間150円
小・中学生1時間
　　　  30円

和田河原1030
（☎72-1171）

※幼児（無料）は保護者の方の
　同伴が必要です。

※ラケットなどの用具類・体育
　館履きは持参してください。

月曜日・
8月12日（金）

月曜日・
8月12日（金）

南
足
柄
市
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施設名

箱根町立
郷土資料館

町立湯河原美術館には、小・中学生は夏休み期間中無料で入館できます。(チケット不要)

9:00～16:30
一般 200円
小・中学生
 100円

湯本266
（☎0460－85－7601）
教育委員会生涯学習課郷土資料館 ※小・中学生（個人）は土・

　日曜日、祝日に限り無料
　です。（チケット不要）
※入館・入場は閉館時間の
　30分前までとなります。箱根町立

森のふれあい館 9:00～17:00
一般（中学生含む）
 650円
小学生 400円

箱根381-4
（☎0460－83－6006）

箱根関所 9:00～17:00
一般（中学生含む）
  500円
小学生 250円

箱根１
（☎0460－83－6635）

箱
根
町

中川一政美術館

遠藤貝類博物館

9:30～16:30
(入館16:00まで)

9:30～16:30
(入館16:00まで)

一般　　　600円
小学生～高校生 350円

一般　　　300円
小学生～高校生 150円

真鶴1178-1
（☎68-1128）
真鶴1175-1

（☎68-2111）

真
鶴
町

湯河原海浜
公園プール

一般 500円
小・中学生
 300円

9:00～17:00
(入場16:30まで)

門川11
 （☎63-0480）

湯
河
原
町

●山北町健康福祉センターさくらの湯
●山北町パークゴルフ場
●小田原城天守閣
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森（木工芸体験教室）
●尊徳記念館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン（トロピカルドーム）
●小田原アリーナ（サブアリーナ）
●南足柄市体育センター温水プール
●南足柄市体育センターバドミントン・卓球
●足柄森林公園丸太の森

●広町パークゴルフ場
●大口河川敷パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館バドミントン・卓球
●寄ふれあいドッグラン
●寄清流マス釣り場
●川音川パークゴルフ場
●西平畑公園内ふるさと鉄道
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●箱根関所
●箱根町立森のふれあい館
●中川一政美術館
●遠藤貝類博物館
●お林展望公園パークゴルフ場
●湯河原海浜公園プール

●山北町健康福祉センターさくらの湯
●山北町パークゴルフ場
●小田原城天守閣
●小田原城歴史見聞館
●御幸の浜プール
●いこいの森（木工芸体験教室）
●尊徳記念館
●小田原文学館
●小田原フラワーガーデン（トロピカルドーム）
●小田原アリーナ（サブアリーナ）
●南足柄市体育センター温水プール
●南足柄市体育センターバドミントン・卓球
●足柄森林公園丸太の森

●広町パークゴルフ場
●大口河川敷パークゴルフ場
●南足柄市郷土資料館
●中井中央公園パークゴルフ場
●大井町総合体育館バドミントン・卓球
●寄ふれあいドッグラン
●寄清流マス釣り場
●川音川パークゴルフ場
●西平畑公園内ふるさと鉄道
●開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場
●箱根町立郷土資料館
●箱根関所
●箱根町立森のふれあい館
●中川一政美術館
●遠藤貝類博物館
●お林展望公園パークゴルフ場
●湯河原海浜公園プール

足柄森林公園
　　丸太の森

9:00～17:00
中学生以上 400円
小学生 300円
園児 100円

広町1544
（☎74-4510）

広町パークゴルフ場 9:00～18:00
(受付16:30まで)

一般 200円
中学生以下
 100円

広町231
（☎71-0880）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の同伴
　が必要です。

大口河川敷
パークゴルフ場

7:00～19:00
一般 200円
中学生以下
 100円

班目1548-1先
（☎72-3688）

※小学2年生以下は利用できません。
※小学生は、中学生以上の方の同伴
　が必要です。

南
足
柄
市

郷土資料館 9:00～16:30
一般　400円
小・中学生
 200円

寄ふれあい
　ドッグラン

9:00～17:00 18歳以上 200円
3歳～17歳 100円

広町1544
（☎73-4570）

中井中央公園
パークゴルフ場

9:00～18:00
（受付16:30まで）

高校生以上
 1回200円
中学生以下
 1回100円

比奈窪580
（☎81-3893）

※小学2年生以下は利用できません。

※入園料のみ無料となります。
　犬はチケット対象外のため
　有料です（1頭300円）。

中
井
町

大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人利用）

9:00～21:30
(小・中学生だけの
 利用は17:00まで）

一般 200円
小・中学生 100円

（1回で2時間利用可） 

金子1970
（☎82-9799）

※ラケットなどの用具類・体育館履きは
　持参してください。（裸足は利用不可)
※利用状況により使用できない場合
　があります。

大
井
町

松
田
町

寄清流
マス釣り場

8:00～17:00
チケット利用によ
り、釣り池で釣れ
た魚1匹無料

寄5573
（☎89-2321）

寄5605
（☎89-3113）

開成水辺スポーツ公園
　　　パークゴルフ場

8:30～17:00
(受付15:30まで)

一般 100～300円
中学生以下50～150円

（料金はコース数に
  よって異なります）

吉田島2710
（☎83-1331）

※小学2年生以下は利用できません。
※小・中学生は、高校生以上の方の
　同伴が必要です。

※小学生以下は保護者の方の
　同伴が必要です。

※小学生同士の入場は16:00
　までとなります。

※別途さお・えさ代500円が必要です。
※道具の持ち込みはできません。
※２匹目から有料となります（1,900円/kg）。

開
成
町

チケット対象施設 チケット対象施設

開場時間 チケット有効
期間中の休み 通常料金 所在地・電話 備　　考市町名

なし

火曜日

8月16日（火）

月曜日・
8月12日（金）

月曜日
（祝日の場合は翌日）

第4月曜日

火曜日

なし

川音川
パークゴルフ場

9:00～17:00
（受付16:30まで）

1回9ホール
 50円
用具レンタルは無料

松田惣領885
（☎83-3331）

※小学2年生以下は利用できません。
※小・中学生は、高校生以上の方の同
　伴が必要です。

月・木曜日
（祝日の場合は翌日）

西平畑公園内
ふるさと鉄道

10:35～15:35
（土・日曜日、祝日のみ）

中学生以上 300円
3歳～小学生
 200円

松田惣領2951
（西平畑公園内）
（☎84-0303）

※雨天時は運休となります。
※雨がやんだ後もレールが濡れてい
　る場合は運休となりますので、運行
　状況をご確認ください。

月～金曜日

木曜日

なし

なし

なし

水曜日

木曜日

お林展望公園
パークゴルフ場

9:00～16:00
(受付15:00まで)

一般（高校生以上）200円
子ども（中学生以下）100円

（1人1回18ホール分の料金）

真鶴1178-1
（☎68-5501）

なし

なし

（行事・天候などによ
  り、休場の場合あり）



入札結果6月中
担当課 事　業　名 落札事業所名 予定価格

（消費税込み）
契約額

（消費税込み）

企画政策課 平成27年度
Ｄ52周辺安全対策工事（繰越明許） 静和建設株式会社 6,253,200円 5,886,000円

総務防災課 平成28年度　通学路グリーンベルト
設置工事（仁道地区・万随地区） 東栄建設株式会社 2,354,400円 2,268,000円

保険健康課
平成27年度　未病の戦略的エリア
「未病いやしの里」構築事業健康測
定器購入（繰越明許）

株式会社ウェルアップ 5,961,600円 4,822,200円

環　境　課 平成28年度
山北町指定ごみ袋購入 サーモ包装株式会社 5,486,400円 4,001,724円

農　林　課 平成28年度　山北農業振興地域整備
計画基礎調査等業務委託

朝日航洋株式会社
横浜支店 6,750,000円 6,480,000円

都市整備課 平成28年度
谷峨跨線橋耐震補強・補修工事 株式会社磯部組 21,762,000円 21,708,000円

都市整備課 平成28年度
町道梶山線改良工事 東栄建設株式会社 3,769,200円 3,564,000円

都市整備課
平成28年度
山北跨線橋外3橋定期点検に伴う点検
方法検討及び協議資料作成業務委託

日本交通技術株式会社
静岡営業所 3,337,200円 3,240,000円

都市整備課 平成28年度　山北町用途地域指定明
細表作成業務委託

株式会社都市計画センター
神奈川事務所 1,911,600円 1,501,200円

上下水道課 平成28年度　皆瀬川第2配水池流量
計緊急遮断弁設備更新工事

荏原商事株式会社
神奈川営業所 29,635,200円 25,466,400円

上下水道課 平成28年度
直読式水道メーター器購入

愛知時計電機株式会社
横浜営業所 2,577,960円 1,640,412円

学校教育課 平成28年度　山北町立小中学校校務
支援システム等賃貸借

NECキャピタルソリューション
株式会社神奈川支店 53,406,864円 48,653,136円

学校教育課 平成28年度
川村小学校複合電子複写機賃貸借 株式会社武書店 662,256円 644,112円

※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　財務課財産管理班（☎75－3652）

山北町歌謡連盟カラオケ発表会
　今年も、精進された歌謡をお聞きください。
　みなさんのご来場をお待ちしています。

日　時　7月31日（日）10：00開演
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
入場料　無料
問合せ　歌謡連盟会長　佐

さ と う
藤　公

きみかず
一（☎75－1471）

町立河内川ふれあいビレッジ
職員を募集します

業務内容　受付事務・施設管理
募集人員　若干名
募集年齢　65歳以下（要相談）
勤務時間　8：30～17：00
勤務日数　月間10日前後（宿直有り）
休　　日　毎週水曜日(7、8、9月施設休みなし)
給　　与　山北町立河内川ふれあいビレッジ運営

管理規程による
応募方法　7月22日（金）までに、河内川ふれあ

いビレッジへ履歴書を提出してください
問 合 せ　〒258－0123  山北町湯触322－1
申 込 み　河内川ふれあいビレッジ
　　　　　（指定管理者　清水地区振興協議会）
　　　　　支配人　武

た け お
尾　政

まさみつ
光（☎77－2299）

❺



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　8月2日（火）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　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。
月　　日　8月4日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

乳幼児ニコニコ相談
　健康な生活を送るために、保健師や栄養士が相
談をお受けします。
月　　日　8月5日（金）
受付時間　9：00～10：30
場　　所　健康福祉センター 2階　多目的室2

内　　容

　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。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方はタオル

ママパパクラス
月　　日　8月6日（土）
時　　間　10：00～12：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　妊婦とそのご家族（夫・祖父母の参加も可）
　　　　　・妊娠中の過ごし方[講話]
内　　容　・母乳育児について[講話]
　　　　　・お産の進み方[講話・実技]
費　　用　無料
持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル
申込み方法　予約制です。前日までに保険健康課
　　　　　健康づくり班へお申込みください
※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）

みずきフェスタ2016夏
　普段は入ることのできない水道施設の中を探検してみ
ませんか。各種イベントやスタンプラリーも実施します。
日　時　7月23日（土）10：00～15：30　※荒天中止。
場　所　社家取水管理事務所（海老名市社家4587）
費　用　無料
主　催　神奈川県内広域水道企業団
問合せ　神奈川新聞社（☎045－227－0804）

「むかしむかしの紙芝居で大笑い」を開催します
　三味線の調べにのせて笑宴を楽しみませんか？
みなさんのお越しをお待ちしています。
日　時　8月4日（木）12：25～12：45
場　所　役場1階　ご用ききスペース
内　容　三味線の演奏とともに紙芝居を披露します
費　用　無料
問合せ　お話しカフェてくてく
　　　　高橋（☎090－3543－6110）

足柄上病院 夏休みこどもワクワク体験
　病院には、どのような人たちが働いているか、
覗
のぞ

いてみませんか？

日　時　8月7日（日）9：00～12：00
場　所　足柄上病院　講義室など
対　象　小学生と保護者
内　容　・院内見学（病院の各部署を見て回ります）
　　　　・ドクター体験（簡単な手術体験ができます）
定　員　先着30家族
申込み　7月25日（月）までに往復はがきにてお
方　法　申込みください
※詳しくは、病院ホームページをご覧ください。
問合せ　〒258-0003　松田町松田惣領866－1
申込み　足柄上病院看護教育科（☎83-0351）

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　7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）

❻

定例健康相談日
　自分自身やご家族の方々の健康ついて、お気軽
にご相談ください。

実施日 時　間 場　所
8月10日
（水）

 9：30、10：15、11：00　  　
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

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）


