
プリスタインハンドヒーリング 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171 ）院療診羽丹旧（ 4
 

※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

有料広告

リラクゼーションサロン「アンナマリー」
☆ボディケア

初回ヒーリング 10分サービス

&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 ※平日要相談

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）

※ボディケアとセット時
　10分毎に1000円（ ）

有料広告

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　9月4日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～  8：30
　　　　　第2部　8：30～12：00
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、雑貨などを販売
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

せ と
戸　義

よしのぶ
信（☎75－0032）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　9月20日（火）※雨天中止。
行き先　葛

かずらやま
山城址・景

け い が し ま
ヶ島・五竜の滝

　　　　（静岡県裾野市）　
集　合　山北駅北口　7：50
費　用　会員の方　　 1,080円（交通費）
　　　　新規入会の方 2,080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　9月15日（木）まで
期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班　　
申込み　（☎75－0822）

❶

平成29年度入園予定者の
幼稚園・保育園運動会参加のお願い
　町立幼稚園・保育園では、次の日程で運動会を
開催します。来年度、入園を希望されるお子さん
が参加する競技を予定していますので、ふるって
ご参加ください。

園　名 月　日

山北幼稚園 10月8日（土）
※雨天時順延。[ただし10日（月・祝）まで]

岸 幼 稚 園 10月8日（土）
※雨天時順延。[ただし10日（月・祝）まで]

三保幼稚園 9月25日（日）
※雨天時、場所は三保小学校体育館。

わかば保育園 9月24日（土）
※雨天時10月1日（土）に延期。

向原保育園 9月24日（土）
※雨天時10月1日（土）に延期。

※駐車場に限りがありますので、車での来園はご遠慮ください。
※平成29年度から山北幼稚園・わかば保育園は、認定こども園になります。
問合せ　幼稚園については、山北幼稚園（☎75－1530）
　　　　保育園については、わかば保育園（☎75－1144）

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。

収 集 日 種　別 地　区
9月20日
（火） もえるごみ 山北第1、共和、

清水、三保
9月21日
（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
9月22日

（木・祝） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

※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）
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特定健診（集団健診）・さくら健診・がん検診（集団検診）のお知らせ
　ご自身の健康状態のチェックやがんの早期発見のために、特定健診・がん検診を受けましょう。
　平成27年に受診された方、事前に申込みをされた方には、7月中旬に「受診票」をご自宅に送付してい
ますので、必要事項を記入して当日お持ちください。また、新たに受診を希望される方、平成27年に受
診をしていない方、健診（検診）の追加・変更をしたい方はお申込みください。

月　　日　9月27日（火）～30日（金）
受付時間　8：30～11：00
場　　所　健康福祉センター
※健診の内容・対象者などについては、町民カレンダーに掲載の健康カレンダー面でご確認ください。
※特定健診を除く健診について、70歳以上の方は自己負担がありません。
※65歳以上で身体障害者手帳1・2級をお持ちの方、生活保護・町民税非課税世帯の方は、申請により自 
　己負担が免除（特定健診を除く）されますので、保険健康課健康づくり班までご連絡ください。
検査結果　郵送により通知します　
※11月上旬発送予定。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）又は保険年金班（☎75－3642）

屋外広告物についてお知らせ
9月10日は「屋外広告の日」です

　町では、神奈川県屋外広告物条例に基づき良好 
な景観の形成と危険防止の観点から、屋外広告物
の表示・設置に関し、ルールを定めています。

屋外広告物とは
　・常時又は一定の期間（5日以上）継続して屋 
　　外で公衆に表示されるもの
　・看板、立看板、はり紙及び、はり札並びに広 
　　告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出さ 
　　れ、又は表示されたもの、並びにこれらに類 
　　するもの（広告物を掲出する物件を含む）

基　　準
　・5種類の許可地域があり、許可地域ごとに面 
　　積、高さなどの基準に違いがあります

許　　可
　・屋外広告物の表示・設置には許可が必要で、 
　　一部を除き3年の更新制度（自動更新ではない）
　・許可申請の手続きをする際には、手数料が必要です
※自家用で合計の面積が10㎡以下は、許可不要で 
　す。（禁止地域においては5㎡以下）
※公共的な場合は、許可不要の場合があります。

※神奈川県屋外広告物条例などについて、詳しく 
　は「かながわの屋外広告物」ウェブサイトをご 
　覧ください。
　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f692/）

問 合 せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

B型肝炎ワクチン予防接種のお知らせ
　10月1日より、B型肝炎ワクチンが予防接種法
に基づく定期接種に追加されることから、無料で
受けることができます。希望者は医療機関で接種
を受けてください。

対　　象　町内に住民登録があり、平成28年4月 
　　　　　1日以降に生まれた1歳未満の乳児
接種期間　10月1日（土）～平成29年3月31日（金）
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ほか
接種回数　3回
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接 
　　　　　種してください（医療機関によっては 
　　　　　予約不要の場合もあります）
※初回の接種から3回目の接種まで、約6か月かか 
　ります。接種を希望される方は、早めに医療機 
　関にご相談ください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

酒匂川右岸土地改良区受益地内
農業用水の減水について

　南足柄市の一部、開成町全域及び松田町の一部
（酒匂川右岸土地改良区受益地内）に農地をお持
ちの方々へのお知らせです。
　水稲の収穫時期が近づいてきたため、次のとお
り減水します。ご協力をお願いします。

日　時　9月10日（土）～30日（金）
　　　　※段階的に減水。
内　容　全量通水時の1／2から1／4の減水になります
問合せ　酒匂川右岸土地改良区（☎46－9598）
　　　　農林課農林振興班（☎75－3654）

❷



河村城まつりへ出陣じゃ!!
　河村城址保存会では、次のとおり河村城まつり
を行います。河村氏の法要、山北中学校吹奏楽部
による演奏やのろし上げのほか、とん汁を振舞い
ますので、ぜひご登城ください。

日　時　9月18日（日）11：00～13：00
※雨天の場合は、般若院で法要のみ行います。
場　所　河村城跡本城郭（河村城址歴史公園）
※駐車場がありませんので、徒歩でお越しください。

【のろし上げスケジュール】
　　11：50　峰山頂上付近(河村新城跡)
　　12：00　都夫良野
　　12：10　河村城跡本城郭
※煙があがりますが、火事とお間違えにならない 
　ようお願いします。
※のろしが見えた方は、山北町観光協会(☎75－ 
　2717)にご連絡ください。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　 (☎75－3649)

町民文化祭関連事業
俳句大会開催のお知らせ

日　時　10月22日（土）13：00から　
場　所　生涯学習センター2階　会議室
季　題　十

い ざ よ い
六夜/吾

われ
亦
も

紅
こう

　各1首
出句料　500円　
※当日受付にてお申込みください。
※どなたでもご参加ください。
主　催　山北町俳句協会
問合せ　中山（☎75－0154）

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　9月21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）

パークゴルフ参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催のパーク
ゴルフ大会です。
　会員と一緒に楽しくプレーしませんか。
　なお、プレー終了後、町立日向活性化施設で懇
親会を予定していますので、ご希望の方は申込み
時に併せてお知らせください。

日　時　10月7日（金）※雨天中止。
　　　　9：00～11：30（集合8：30）
場　所　山北町パークゴルフ場
参加費　500円（プレー代200円、飲み物、賞品 
　　　　代など）
※懇親会に出席の方は別途、お弁当代500円を徴 
　収します。
申込み　9月21日（水）までに健康福祉センター
方　法　窓口又は電話にてお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

ワンコインシアター映画の森
「上を向いて歩こう」

日　時　9月15日（木）10：00から
　　　　（開場9：30）
場　所　南足柄市文化会館　小ホール
定　員　290名
費　用　500円（入場料）
※チケットの販売所は、南足柄市文化会館1階事 
　務室です。
問合せ　南足柄市文化会館（☎73－5111）

秋季謡曲大会開催のお知らせ
日　時　10月23日（日）10：00～16：00
場　所　生涯学習センター2階　和室
出　演　独吟・連吟の方は、当日受付にてお申込 
　　　　みください
参加費　無料
主　催　山北町謡曲連盟
問合せ　石田（☎75－1529）

❸



❹

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
9月14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）

無料調停相談会のお知らせ
日　時　9月24日（土）13：00～16：00
場　所　おだわら市民交流センター（UMECO）
※予約不要で、当日先着順に受け付けます。
内　容 【民事】多重債務、家賃・地代、交通事故
       　【家事】夫婦間・親子間の問題、遺産相続
※最高裁判所から任命された民事調停委員・家事 
　調停委員が、相談をお受けします。
費　用　無料
問合せ　小田原民事調停協会（小田原簡易裁判所内）
　　　　（☎40－3188）　
　　　　小田原家事調停協会（小田原家庭裁判所内）
　　　　（☎22－6586）日程変更のお知らせ

　10月14日（金）の乳幼児ニコニコ相談は、10
月7日（金）へ変更になります。

乳幼児ニコニコ相談
月　　日　10月7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）
　　　　　・健康相談、栄養相談
　　　　　・助産師による乳房ケア（予約制）
　　　　　※乳房ケアは先着4名、初めて受ける
　　　　　　方・産後6か月以内の方優先。
　　　　　　申込み開始は10月3日（月）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
　　　　　フェイスタオル2枚

≪人権行政相談≫
9月20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）

今月の納期限
● 9 月 12 日（月）
　上下水道使用料（B 地区第 3 期分）
● 9 月 30 日（金）
　町営住宅使用料（9 月分）
　保育園保育料（9 月分）
　放課後児童クラブ負担金（9 月分）
　国民健康保険税（第 4 期分）
　介護保険料（第 3 期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 3 期分）
　町設置型浄化槽使用料（7・8 月分）
　下水道受益者負担金（第 2 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 2 期分）
　幼稚園保育料（9 月分）　　

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。
月　　日　9月9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）
　　　　　・健康相談、栄養相談
　　　　　・助産師による乳房ケア（予約制）
　　　　　※乳房ケアは先着4名、初めて受ける
　　　　　　方・産後6か月以内の方優先。
　　　　　　申込み開始は9月1日（木）からです。

持 ち 物　母子健康手帳、乳房ケアのある方は
　　　　　フェイスタオル2枚

3歳児健康診査
月　　日　9月13日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成25年6～8月生まれの幼児

持 ち 物　母子健康手帳、問診票、3歳児健診検査
　　　　　セット（視力・聴力検査用紙、尿検査）

9月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時　医療機関にお問合せください
場　　所　足柄上地域、小田原市の医療機関など

対　　象　平成27年9～11月生まれの乳児
　　　　　※満10か月から誕生日前日まで
持 ち 物　母子健康手帳、お誕生前健診票

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）


