
平成29年度幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会
　平成29年4月から幼稚園・保育園・認定こども園に入園を希望される方への説明会を開催します。
参加申込みは不要ですので、直接お越しください。

月　日 時　間 場　所 対象園名 入園対象児

11月9日（水）

13：30から
生涯学習センター
3階　視聴覚室

（2階和室で託児実施）

岸幼稚園
三保幼稚園 教育　3歳～5歳

14：30から

向原保育園 保育　2か月～5歳

認定こども園（園名未定）
 �現　山北幼稚園　�
 �　　　　　　　　� �現　わかば保育園�

教育　3歳～5歳
保育　2か月～5歳

※山北幼稚園及びわかば保育園は、平成29年度から運営を一体とした認定こども園となります。
※幼稚園に入園をご希望の方で、山北幼稚園の通園区域にお住まいの方は、認定こども園の説明会にお

越しください。（説明会には、今年度山北幼稚園又はわかば保育園に入園している方で、継続して利
用をご希望の方も参加できます。）

「認定こども園」とは、教育と保育を一体的に行う、幼稚園機能と保育園機能を併せ持った新たな施設です。

問合せ　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　保育園・認定こども園については、福祉課子ども支援班（☎75－3644）

❶

道路上の障害物の管理について
ご協力をお願いします！

　道路上（歩道も含む）に伸びている木や竹など
は、その木などが生えている土地の所有者により
伐採などの管理をしていただいています。
　管理をせずにそのまま放置しておくと、道路に
木が倒れることなどにより通行の支障になるばか
りか、事故につながる恐れもあり大変危険です。
道路をご使用される方々の安全確保のためにも、
土地所有者の方のご協力をお願いします。
　次のような場合、樹木の伐採又は枝払いをお願
いします。

・道路、歩道へ樹木が張り出し、通行への障害
となる場合

・倒木、折れた枝の落下などにより、通行への
障害となる場合

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

臨時給食調理員を募集します
　町では、臨時の給食調理員として従事していた
だける方を募集します。

勤務場所　川村小学校
採用人数　若干名
勤 務 日　月～金曜日のうち週4日程度
　　　　　※勤務日数は要相談。
勤務時間　8：15～16：00
　　　　　※休憩45分を含む。
賃　　金　時給940円
※通勤距離が2km以上の場合、町基準により通勤

手当を支給。
応募方法　総務防災課窓口で配付している町指定

の履歴書を、総務防災課窓口へ直接提
出してください。認印を持参すれば、
その場で記入し提出することもできま
す（中学校卒業からの学歴・職歴など
の記入箇所があります）

※町指定の履歴書は、町ホームページからもダウ
ンロードできます。

問 合 せ　学校教育課教育班（☎75－3648）
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介護予防事業　ブナの木塾
（高齢者向け体操教室）開催のお知らせ
　誰でも年齢を重ねればだんだんと足腰が弱く
なっていくもの。でも、介護が必要な状態になっ
てもいいと思う人はいません。普段からの運動が
大切ということは理解していてもなかなか実行で
きないし続かない・・・。
　町では、ブナの木塾（高齢者向け体操教室）を
開催します。約3か月半に渡るプログラムです。
この機会に運動習慣を身につけてみませんか？

月　　日　11月8日（火）～平成29年2月21日（火）
までの原則毎週火曜日（全13回）

時　　間　13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　町内在住で65歳以上の方
内　　容　健康運動指導士によるストレッチや筋

力アップを兼ねた体操
※初回と12回目に体力測定をします。
定　　員　20名
利 用 料　1回200円
※全13回参加すると2,600円、最終日に集金し

ます。
申込み期限　11月1日（火）まで
※ご自分で来ていただくことが原則ですが、交通

手段のない方は町による無料送迎を実施しま
す。申込時にお伝えください。

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

高齢者口腔がん検診のお知らせ
　足柄歯科医師会では、1市5町に在住の高齢者の
方を対象に口腔がん検診をします。

日　時　11月17日（木）10：00～12：00
場　所　（一社）足柄歯科医師会歯科保健セン

ター内歯科診療室（南足柄市班目1547）
対　象　65歳以上の方
定　員　10名（抽選）
※結果は、11月5日（土）までに郵送でお知らせ

します。
費　用　1,000円
申込み　10月20日（木）必着で住所・氏名（ふり
方　法　がな）・年齢・性別・電話番号・『口腔

がん検診希望』と明記のうえ、はがきに
てお申込みください

問合せ　〒250－0101  南足柄市班目1547
申込み　（一社）足柄歯科医師会口腔がん検診
　　　　（☎74－1180）

消防団総合演習を実施します
　町では、次のとおり消防団の総合演習を行います。

日　時　10月23日（日）9：00～9：30
場　所　ハイツ＆ヴィラなかがわ跡地（畑地区）
内　容　消防団員による消火訓練
※当日は、清水・三保地区でサイレンが鳴ります

が、火災とお間違えのないようにご注意くださ
い。また、訓練に伴い、一部で交通規制が実施
されますので、ご協力をお願いします。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

水道メーター検針に
ご協力をお願いします

　2か月に1度、水道をご利用のご家庭や事務所に
検針員がお伺いしてメーター検針をしています。
　メーターボックスの上に物が置いてあると検針
ができないので、メーターまわりは検針しやすい
環境を保つよう、ご協力をお願いします。

問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）

メロディ放送は16：00に
　防災行政無線から流れる夕方のメロディ放送
は、11月から2月までの間16：00になります。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

岸幼稚園バザーのお知らせ
　岸幼稚園保護者会では、バザーを開催します。
お誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。
　みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時　10月29日（土）10：30～13：00
場　所　高齢者いきいきセンター
※岸幼稚園駐車場を利用できますが、台数に限り

がありますので、乗り合わせなどのご協力をお
願いします。

内　容　手作り食品、入園・入学準備手作り品、
日用雑貨、園服などのリサイクル品、子
ども服・おもちゃなどの販売、当てくじ

問合せ　岸幼稚園保護者会
　　　　佐

さ と う
藤　ますみ（☎090－5327－3595）

❷



「文学・歴史散歩」
参加者を募集します

　歴史と文化の街～鎌倉。紅葉の美しさがきわだ
つ街～鎌倉。中でも素敵だといわれている場所を
食事処にまでこだわって選びました。
　ぜひご参加ください。

日　時　11月24日（木）8：30～17：30
　　　　※雨天決行。
集　合　役場西側駐車場　
行き先　鎌倉方面（鎌倉文学館、らい亭、覚園

寺、報国寺、小町通り）
対　象　町内に在住・在勤の方
定　員　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　2,200円程度（高速道路代、入館料、写

真代、保険代など）
※人数により、金額が変更になる場合があります。
※昼食場所は、「らい亭」国登録有形文化財（建

造物）です。申込み日に食事をメニューから選
んでいただくようになります。

申込み　10月31日（月）9：00から、役場3階
方　法　多目的室でお申込みください
※9：00以前にはお受けできません。
※申込みは、ご本人の分のみとします。
※定員に達していない場合に限り、生涯学習課窓

口又は電話での申込みを同日13：00から受け
付けます。

問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

地元系音楽家の祭典
第21回南足柄市

ポピュラーミュージックフェスティバル
　ロック、ポップス、フュージョン、フォルク
ローレ、弾き語りなど、往年の名曲のカバーから
オリジナル曲まで、様々なジャンルの演奏が披露
される、この地域の音楽家による年に1度の祭典
です。

日　時　11月20日（日）
　　　　12：30～17：15（開場12：00）
場　所　南足柄市文化会館　大ホール
出　演　Ryu、Air＆Groove、川

かわさき
崎 円

つぶら
、カラメル、

パチャママ、馬
ば ば

場まどか、M・S・G、チーム
厄年、Dahlia、りっちゃん

　　　　（出演者は変更になる場合があります）
入場料　無料（全席自由）
問合せ　南足柄市文化会館（☎73－5111）

森林セラピー体験ツアー
「紅葉の大滝と森のハンモック！

町民向けプラン」参加者募集
日　時　11月12日（土）9：00～15：00
場　所　「箒杉・大滝コース」
集　合　役場西側駐車場
※町マイクロバスで送迎します。
対　象　町民の方
内　容　セラピーウォーキング、ストレス度

チェック、森のハンモック、座観、寝こ
ろび　ほか

　　　　昼食（みほ弁）
※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　20名（定員になり次第、締切り）
費　用　1,000円（ガイド料、昼食代など）
準　備　ウォーキングができる服装や着替え、

リュックサックなど
申込み　参加申込書により、直接又はFAX、メー
方　法　ル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  FAX 76－4592）
　　　　（メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

カーレットジャパン協会公認競技大会
「第4回開成カーレットオープン大会」に

出場しませんか！！
　だれでも参加でき楽しめる、ユニバーサルで思
考型のニュースポーツ「カーレット」の大会を開
催します。
　お仲間やご家族で気楽に参加しませんか！

日　　時　11月26日（土）9：00～16：30（予定）
場　　所　開成町福祉会館1階　多目的ホール
対　　象　・開成町及び近隣に在住・在勤の方

　・3～4名で1チームを編成（チームが
組めない方はご相談ください）

参 加 費　大人500円、高校・大学生300円、中
　　　　　学生以下200円
申込み期限　11月12日（土）まで
申 込 み　大会参加申込書に記入のうえ、事務局
方　　法　まで提出してください
後　　援　開成町、開成町教育委員会、開成町社

会福祉協議会、カーレットジャパン協会
問 合 せ　開成町延沢1270
申 込 み　カーレット神奈川西湘クラブ事務局
　　　　　中野（☎ 82－4368）

❸



キッズカーニバルを開催します
日　　時　11月23日（水・祝）10：00～14：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族

事前予約コーナー 対象年齢（目安）
①歯科検診 1～6歳（就学前）
②フッ素塗布 1～6歳（就学前）
③親子体操
※空きがあれば当日参

加可能です。
1歳半（1人で立てる子）
以上

④親子で調理実習
　『白玉だんご作り』 3歳以上

自由参加コーナー（内容は変更する場合があります）

・おもしろボール入れ  
・小麦粉粘土
・考えよう！子ども達の生活パート2（本のリサイクル）
・音育体験コーナー
・子育て応援マッサージ（成人対象、託児あり）
・元気っ子くらぶ作品展示
・子育て支援情報掲示　など

【事前予約コーナーについて】
対　　象　町内在住の方
申込み期間　10月20日（木）～11月14日（月）
申 込 み　健康福祉センター窓口又は電話にてお
方　　法　申込みください

【絵本のリサイクル回収について】
　自宅に眠っている絵本などがありましたらお持
ちください。
回収期間　10月20日（木）～11月14日（月）
回収方法　健康福祉センター窓口まで直接お持ち

ください
※汚れや傷みのひどいものは回収できない場合が

あります。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班
申 込 み　（☎75－0822）　　　　

下水道ふれあいまつりを開催します
　神奈川県下水道公社では、下水道事業PRの一環
として、住民の方々に下水道への理解と関心を深
めていただくため、下水処理場の施設を開放する
「下水道ふれあいまつり」を開催します。

日　時　10月29日（土）10：00～15：00
場　所　酒匂川流域下水道酒匂管理センター内
　　　　「酒匂きらり広場」（小田原市西酒匂1－1－54）
内　容　施設見学、下水道学習室、模擬店、アト

ラクションなど
問合せ　（財）神奈川県下水道公社企画課
　　　　（☎0463－55－7438）

「2016あしがらアートの森」
絵画展とワークショップを開催します
日　時　11月13（日）、19日（土）、20日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所　旧南足柄市立北足柄中学校
内　容　
・絵画展

県西地域の幼児・児童・生徒の団体企画展と、
全国の親子や子どもの公募作品展（入場無料）

・森のワークショップ
　約20コーナー（各コーナー参加費がかかります）
問合せ　2016あしがらアートの森実行委員会
　　　　（☎090－5761－5548）
　　　　（メールyuichi0822@outlook.jp）

消費者市民社会普及啓発イベント
「エシカルトーク？ かながわ×地産地消」を開催します
　今注目の「エシカル（倫理的）消費」をご存知
ですか？それは人に、社会に、地球に、そして自
分にとっても優しいライフスタイル。フリーアナ
ウンサーをお迎えして、地産地消や地域の食文化
などをテーマに、エシカル消費をわかりやすく
知っていただくイベントです。

日　時　11月5日（土）13：30～15：30
場　所　開成町民センター3階　大会議室
　　　　（開成町延沢773）
内　容　・フリーアナウンサー旗

はたもと
本由

ゆ き こ
紀子氏をナ

ビゲーターとして、「エシカル消費」
を地元生産者・消費者・有識者による
パネルトークでわかりやすく紹介

　　　　・開成町のブランド農産物「開成弥一
芋」の紹介と試食

　　　　・関係団体の展示コーナー　ほか
定　員　70名
※定員を上回る場合は抽選となります。
費　用　無料
申込み　10月28日（金）まで期　限
申込み　代表者住所・氏名・電話番号・申込み人
方　法　数を電話又はFAXにてご連絡ください
※詳細は、ホームページをご覧ください。
　（http://www.pref.kanagawa.jp/div/0207/）
問合せ　神奈川県県民局消費生活課
申込み　（☎045－312－1121　内線2641）
　　　　（FAX 045－312－3506）

❹



入札結果9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）

上下水道課 平成28年度　
検定満期メーター器交換工事

有限会社
尾崎水道工事店 2,818,800円 2,775,600円

定住対策課 平成28年度　町営原耕地住宅環境整
備（外装）工事 湯川建築 7,797,600円 7,754,400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）

県立21世紀の森イベント参加者募集
イベントフェスタ

第8回かながわ県産材まつり
日　時　11月12日（土）、13日（日）
　　　　各日　10：00～15：00
場　所　県立21世紀の森　
対　象　どなたでも
内　容　神奈川県の木材（県産材）を使った、丸

太切り体験や木工体験などを通じて、県
産材について学びます

費　用　入場無料（体験教室実費）
※申込みは不要ですので、直接お越しください。

21登山クラブその②
矢倉岳に登ろう！ 

日　時　11月19日（土）8：30～15：30
場　所　県立21世紀の森　
対　象　一般（小学生以下は保護者同伴）
内　容　21世紀の森から矢倉岳（870m）山頂を

目指します。天気が良ければ富士山も見
えます！

定　員　15名（抽選）
費　用　1,000円（参加費）
申込み　11月8日（火）まで期　限

申込み　イベント名・開催日・参加者全員の住所・
方　法　氏名・年齢・電話番号・FAX番号（FAX

で申込みの場合）・11/19のイベントの
み送迎（開成駅より）の有無を明記し、
往復はがき、FAX、又はメールにてお申
込みください

問合せ　〒250－0131  南足柄市内山2870－5
申込み　神奈川県立21世紀の森管理事務所
　　　　（☎72－0404  FAX 72－2882）
　　　　（メール k21seiki@ak.wakwak.com）

～丸太の森 イベント参加者募集～
足柄森林公園丸太の森

（☎74－4510）

森あそび　森のお守りづくり
日　時　11月12日（土）10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森　
対　象　小学生
内　容　森の自然材を使ったクラフト
定　員　先着30名
費　用　500円（活動費・保険代など）
持ち物　お弁当、飲み物、軍手、タオル、汚れて

もよい服装、雨具など
申込み　10月29日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください　

森人すたいる バウムクーヘン作り
日　時　11月19日（土）、26日（土）
　　　　各日　10：00～15：00
場　所　足柄森林公園丸太の森
対　象　家族・友人（小学生以下は保護者同伴）　
内　容　みんなの協力と地道な努力の積み重ね

で、甘くて美味しいバウムクーヘンを作
ろう！

定　員　各日先着10組
費　用　1組3,000円（材料代・保険代など）
申込み　11月5日（土）9：00から電話にてお申
方　法　込みください　

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　11月1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　11月10日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター　相談室1

離乳食教室
月　　日　11月2日（水）
受付時間　9：30～9：45
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室
　　　　　生後5～8か月の乳幼児とそのご家族
対　　象　（5～8か月以外の月齢で必要とされ
　　　　　る方も受けられます）　
内　　容　・お子さんの計測（身長・体重）
　　　　　・離乳食について[講義・試食]
持 ち 物　母子健康手帳
　　　　　予約制です。10月28日（金）午前中
申込み方法　までに保険健康課健康づくり班へお
　　　　　申込みください

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

行政相談所を開設します
　10月17日（月）から23日（日）は行政相談週
間です。役場内に行政相談所を開設しますので、
この機会にお気軽にご利用ください。

日　時　10月20日（木）13：00～16：00
場　所　役場3階　301会議室
内　容　国の行政機関の業務、公団・公庫などの

特殊法人の業務、国立病院などの独立行
政法人の業務、国の補助に係る業務、
県・市町村が国から法定受託している業
務などについて苦情や業務運営の改善を
求める意見・要望の相談に応じ、問題解
決の促進をお手伝いします

※相談は、秘密・無料です。
※当日は、総務大臣から委嘱された行政相談員と

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が相談を
お受けします。

問合せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

広告を掲載しませんか
　町の広報紙などには、民間企業や団体による有
料広告を掲載することができます。

種　類 規格及び掲載期間 掲載料

広報
やまきた

12cm× 9cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6cm×18cm
1号につき1件

（裏表紙）20,000円
（本　稿）14,000円

6cm× 9cm
1号につき1件

（裏表紙）10,000円
（本　稿）  7,000円

おしらせ版

12cm× 9cm
1号につき1件 　　　　　10,000円
6cm×18cm
1号につき1件 　　　　　10,000円
6cm× 9cm

1号につき1件 　　　　　  5,000円

問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

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
11月9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）

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　10月25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） 


