
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

山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21クリーンキャ
ンペーンに合わせ、町内全域で統一美化クリーン
キャンペーンを連合自治会ごとに開催します。　　　　　　　　　 　
　散乱ごみや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、みなさんの参加をお願いします。

日　　時　10月16日（日）※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。
※台自治会は、9月25日（日）に実施しました。
※向原連合自治会は、10月9日（日）に実施します。
メイン会場　三保小学校　9：00　
内　　容　・散乱ごみの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境課生活環境班（☎75－3656）

やまきた夕市を開催します
～D52奇跡の復活記念～

日　時　10月15日（土）13：00～17：00
※小雨決行。（一部内容を変更することがあります。）
場　所　山北駅前商店街、山北体育館
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、菓子ま 
　　　　き、さんま大祭、こども鉄道、ぷらぱあ 
　　　　く、てトロ、塗り絵展示、町外出店者ほか
※山北町商工会館から山北駅までの間の町道は、

車両通行止めとなります。ご来場には、電車や
バスをご利用ください。

問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

～思いやりからつなぐ命～
献血にご協力を！

月　日 時　間 場　所
10月18日

（火）
10：00～12：00
13：00～16：00 役場前駐車場

献血ができる方
性　別 年　齢 体　重
男　性 17～69歳 50kg以上
女　性 18～69歳 50kg以上

※ただし、65～69歳の方は、60～64歳の時に献
血をしたことのある方に限ります。

※初めて献血される方は、免許証などの身分証明
書をお持ちください。

※献血カードをお持ちの方はご持参ください。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

❶

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
10月11日

（火） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

10月12日
（水） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
※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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町職員を募集します！！
募集内容

採用予定日 職　種 採用人数 応　募　資　格

平成29年4月1日

幼稚園教諭
・保育士 １名

昭和41年4月2日以降出生で幼稚園教諭及び保育士の両方
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（平成29年3月卒業予定者含む）

土木技術職 １名 昭和41年4月2日以降出生で高等学校卒業以上の方（平成
29年3月卒業予定者含む）

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（幼稚園教諭・ 
　　　　　保育士のみ）、健康診断書（第2次試験合格者のみ）
※申込書は、10月3日（月）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）
受付期間　10月11日（火）～12日（水）8：30～17：15　
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
試験日程　第1次試験：10月17日（月）13：15～16：00（予定）
　　　　　第2次試験：第1次試験合格者に直接連絡します
試験会場　役場4階　403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ほか
　　　　　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）

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。
　前回の回収結果は6,115円でした。ご協力あり
がとうございました。

日　時　10月15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）

町民文化祭展示作品募集
　11月2日（水）から4日（金）まで開催する町
民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　絵画、書、写真、手工芸など
搬　　入　10月29日（土）10：00～16：00
※直接搬入してください。
搬入場所　生涯学習センター3階　美術工芸室
搬　　出　11月4日（金）15：10から
※時間厳守でお願いします。
問 合 せ　生涯学習センター（☎75－3131）

神奈川県最低賃金改定のお知らせ
神奈川県最低賃金額　930 円（時間額）

 【発効日】平成 28 年 10 月 1 日
　10月1日（土）から、神奈川県最低賃金は930円
（以前より25円引上げ）となります。
　神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常
用・臨時・パート・アルバイトなどの雇用形態や
呼称を問わず、すべての労働者とその使用者に適
用されます。
　次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に含ま
れません。
　①精皆勤手当、通勤手当、家族手当
　②臨時に支払われる賃金
　③1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
　④時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

問合せ　神奈川労働局労働基準部賃金室
　　　　（☎045－211－7354）

女性の健康相談
日　時　11月4日（金）9：30～11：30
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター 2階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が健康に関する 
　　　　相談をお受けします
※予約制ですので、電話にてお申込みください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健福祉課（☎83－5111　内線465）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月10日（月・祝）10：00～16：00
場　所　ハルネ小田原うめまる広場及びJR小田原 
　　　　駅ビル東口2階  二宮金次郎像前広場
内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労災、安全衛生） 
　　　　・社会保険（健康保険、年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　鈴木（☎23－2185）

❷



骨密度・体組成測定会実施のお知らせ
　体の状態を知ることは健康維持につながりま
す。健康相談がある方もお待ちしています。
※この測定会は、出張ニコニコ健康サロン（健康

相談）と併せて実施します。

日　時　10月26日（水）9：30～11：00
場　所　高齢者いきいきセンター
内　容　骨密度・体組成測定、健康相談ほか
申込み　10月21日（金）まで
期　限
※裸足になれる服装でお越しください。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

おだあし田んぼアート2016参加者募集
～私たちの水源の稲刈りイベント～
日　時　10月15日（土）9：00～13：30
　　　　※小雨決行。
場　所　山北町谷ケ（谷峨駅周辺）
内　容　・抜穂祭
　　　　・稲刈り
　　　　・ジビエ料理とかまどご飯
　　　　・水源林のお話　など
参加費　大人2,000円（お米付）
　　　　小学生以下1,000円、未就学児500円
主　催　小田原足柄異業種交流勉強会
問合せ　花坂（☎080－1656－0566）
　　　　（メール 55yogasaka@gmail.com）
　　　　（URL https://www.facebook.com/events/328833537461187/） 

下水道排水設備工事責任技術者試験
及び更新講習会のお知らせ

【試　　　験】
日　　時　平成29年2月9日（木）
　　　　　13：30～15：30
場　　所　川崎市教育文化会館
　　　　　（川崎市川崎区富士見2－1－3）
受 験 料　5,200円
申込書配付期間　10月11日（火）～11月18日（金）
申込書配付場所　上下水道課管理班
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用ください）
申込み期限　11月30日（水）まで　
　　　　　※当日消印有効。

【更新講習会】
日　　時　平成29年1月17日（火）、18日（水） 
　　　　　のうち希望する日
　　　　　13：30～16：30（受付12：30から）
場　　所　サンピアンかわさき（川崎市立労働会館）
　　　　　（川崎市川崎区富士見2－5－2）
講 習 料　5,200円
申込書配付　更新対象者には案内書・申込書を郵送します
申込み方法　郵送（申込書添付の専用封筒をご利用ください）
申込み期限　11月30日（水）まで　
　　　　　※当日消印有効。

問 合 せ　手続きに関しては
　　　　　　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　　試験内容に関しては
　　　　　　東京都下水道サービス株式会社
　　　　　　（☎03－3241－0843）

資　料　環境省・全国浄化槽推進市町村協議会
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

❸

定期的な保守点検
家庭用の浄化槽では、４か月
に1回以上の点検が必要です。

保守点検・清掃・法定検査の連携が大事です。

毎年1回の法定検査

毎年1回以上の清掃

浄化槽の機能を診断します。

10月1日は
浄化槽でふるさとの海や河川を美しく!!

浄化槽は、下水道と同等の性能を持ち、し尿と生活排水を処理できる地球にやさしい施設です。
定期的な保守点検、清掃、法定検査を義務付けられています。設置者は、適正な管理を実施しましょう。



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。

実施日 時　間 場　所
10月12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）

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　10月19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

≪人権行政相談≫
10月17日（月）～23日（日）は

行政相談週間です

10月20日（木）13：00～16：00
役場３階　301会議室

※行政月間のため、通常より1時間延長します。

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
● 10 月 12 日（水）
　 上下水道使用料（A 地区第 4 期分）
● 10 月 31 日（月）
　 町県民税（第 3 期分）
　 保育園保育料（10 月分）
　 放課後児童クラブ負担金（10 月分）
　 国民健康保険税（第 5 期分）
　 介護保険料（第 4 期分）
　 後期高齢者医療制度保険料（第 4 期分）
　 し尿処理手数料（第 2 期分）
　 町営住宅使用料（10 月分）
 　幼稚園保育料（10 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　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

 1歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。
月　　日　10月18日（火）
受付時間　9：00～9：15
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
対　　象　平成27年8～10月生まれの幼児
持 ち 物　母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

3か月児健康診査
月　　日　10月25日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成28年6～7月生まれの乳児
持 ち 物　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

10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10～12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）

有料広告

丹沢湖畔で音楽ライブ♪♪

KaoRi+ ＆ 中山 淳トリオ
19:00 開場

落合館（山北町神尾田 759-23）

19:30 演奏スタート
2,000円

10/28

ご予約・お問い合わせは下記にお電話ください。

TEL：0465-78-3190

出 演 者
時 間

入 場 料
会 場


