
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 （11／12（土）臨時休業）

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）
　10年目のリニューアル！第2部も開催していま
す。町外からの出店者も多数予定していますの
で、ぜひお越しください。お待ちしています。

日　　時　11月6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）

国道246号夜間全面通行止めのお知らせ
　一般国道246号、山北・谷峨バイパスにおい
て、集中工事を行うため夜間全面通行止めとなり
ますので、県道76号に迂

う
回をお願いします。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。

通行止日時　11月15日（火）21：00～翌朝6：00
　　　　　【予備日】11月16日（水）、17日（木）
場　　所　山北・谷峨バイパス
　　　　　（安戸交差点～谷峨駅入口交差点）
迂 回 路　県道76号
※特殊車両は、通行しにくい箇所がありますので

ご注意ください。
問 合 せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　東京鋪装工業株式会社秦野作業所
　　　　　（☎0463－87－8190）

❶

山北町産業まつりのお知らせ
　町では、町内の産業を町内外に広く紹介すると
ともに、イベントなどを通じて産業に従事する人
たちと交流を深め、町内産業の振興を図ることを
目的に「山北町産業まつり」を開催します。みな
さんぜひお越しください。

日　時　11月23日（水・祝）9：30～15：00
場　所　健康福祉センター駐車場・鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県旧山

さんぽくまち
北町の海産品などの販売

　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・山北高等学校吹奏楽部演奏
※諸事情により、D52の運行は取りやめます。
問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

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

11月2日
（水）

もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

もえないごみ 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）

施工箇所 (国道246号)

迂回道路 (県道76号)

至）静岡

至）東京

施工箇所 山北バイパス（瀬戸地区・谷峨地区）

谷峨駅入口
交差点

新鞠子橋交差点

安戸交差点
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秋季全国火災予防運動
　11月9日（水）から15日（火）まで、全国一斉
に秋の火災予防運動が実施されます。
　11月9日（水）に足柄上郡5町消防団と小田原
市消防本部合同の防火パレードを行います。山北
町消防団第3分団は8：45に足柄上合同庁舎を出
発し、開成町と山北町を巡回する予定です。
　一人ひとりが防火に対する意識を高め、火災か
ら生命と財産を守りましょう。

防火標語（平成28年度全国統一防火標語）
『消しましょう その火その時 その場所で』

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間
　11月14日（月）から20日（日）は、全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間です。
　夫・パートナーからの暴力やセクハラなど、女
性をめぐる様々な人権問題について、神奈川県人
権擁護委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局
職員が電話で相談をお受けします。相談は無料
で、秘密は厳守します。

実施期間　11月14日（月）～20日（日）
受付時間　8：30～19：00
       　  　（土・日曜日は10：00～17：00）
電話番号　0570－070－810
問 合 せ　横浜地方法務局人権擁護課
　　　　　（☎045－641－7926）

開業費・経費（減価償却）の
指導会を開催します

　記帳の仕方や白色申告・青色申告の流れと青色
の特典、具体的な開業費や経費のまとめかたにつ
いて指導を行います。

日　時　11月29日（火）　
　　　　① 9：00　②10：30　③13：30　
　　　　④15：00　⑤16：30
場　所　青色会館1階（小田原市本町2－3－24）
※公共交通機関をご利用ください。
対　象　本年独立された会員でない方
費　用　無料
持ち物　領収書や引落通帳など関係書類
申込み　11月16日（水）9：30から電話にてお申
方　法　込みください　
問合せ　小田原青色申告会管理課
申込み　（☎24－2613）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　11月15日（火）※雨天中止。
行き先　弘法山（秦野市）　
集　合　山北駅北口　8：00
費　用　会員の方　　　 850円（交通費）
　　　　新規入会の方 1,850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　11月11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）

現場見学会を開催します
　神奈川県県西土木事務所では、県民のみなさん
の安全・安心の確保や地域の活性化を支える県土
づくりについて広く周知するため、現場見学会を
開催します。
　今年度は、暮らしを守る工事現場をテーマに、
土石流などの土砂災害から人命や財産を守るため
の砂防えん堤工事や、地震で橋脚が倒壊しないよ
うにコンクリートなどで巻き立てる橋脚補強工事
などの現場をご案内します。

日　　時　12月2日（金）13：00～16：00（予定）
　　　　　※小雨決行。
集合場所　開成駅西口前
見学場所　・足柄大橋耐震補強工事
　　　　　・酒匂川護岸工事
　　　　　・砂防工事（太刀洗川）
定　　員　20名
参 加 費　無料
申込み期限　11月16日（水）まで
問 合 せ　神奈川県県西土木事務所管理課
申 込 み　（☎83－5111）

向原保育園バザーのお知らせ
　向原保育園保護者会では、バザーを開催しま
す。みなさんのご参加をお待ちしています。

日　時　11月5日（土）9：30～11：30
場　所　向原児童館
内　容　手作り小物、お菓子、家庭用品、子ども

用品、リサイクル品などの販売
問合せ　向原保育園保護者会
　　　　千野（☎090－9974－9533）

山北町立保育園の運営は、平成28年度
電源立地地域対策交付金を活用しています。

❷



山北からだすっきりプログラム
（平成28年度健康づくりステップアップ事業）

　ライフコーダ（生活習慣記録機）を使用し、健康運動指導士・管理栄養士・保健師が日常生活の中で
運動習慣を身につけることをサポートします。
　「運動教室に参加したいが、忙しくて時間がない」「運動するように言われているが、なかなか続か
ない」という方にお勧めです。ぜひお申込みください。

月　日 時　間 内　容
① 11月17日（木） 10：30～12：00 オリエンテーション、ライフコーダ貸出、運動実技
② 11月24日（木） 10：30～12：00 運動実技
③ 12月 8日（木） 10：30～12：40 運動実技、昼食:バランスのよいお弁当
④ 12月22日（木） 10：30～12：00 個別運動相談、運動実技
⑤ 平成29年1月12日（木） 10：30～12：00 運動実技
⑥ 平成29年1月19日（木） 10：00～12：00 森林セラピー（雨天中止）
⑦ 平成29年1月26日（木） 10：30～12：00 運動実技

※受付は30分前から開始します。
※栄養相談、生活相談を別日程で2回実施します。

糖尿病フェスタ
　11月14日は世界糖尿病デーと制定されてい
ます。
　一緒に糖尿病について学んでみませんか。糖尿
病に関するパネル展示やお薬・看護相談、糖尿病
体操、各関連パンフレット、サンプルなどをご用
意してお待ちしています。

日　時　11月12日（土）13：00～16：00
場　所　健康福祉センター2階
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。

医師による講話
15：00から

「糖尿病の治療と予防」

講師　総合診療科医長　岩
いわぶち

渕　敬
けいすけ

介　氏

問合せ　足柄上病院経営企画課　
　　　　鈴木（☎83－0351）

口福会 在宅介護支援セミナー
一般公開講座

日　時　12月11日（日）14：00～16：30
場　所　松田町民文化センター　展示ホール
　　　　（松田町松田惣領2078）
内　容　
・教育講演「人生最後まで食べるケア」
　　　　　　～お食い締めの観点から～
　講師　牧

ま き の
野　日

ひ よ り
和　氏

　　　　（言語聴覚士・愛知学院大学心身科学部）
・一般講演「悪性腫瘍終末期における、食の支援」
　　　　　　～事例を通して～
　講師　船

ふなはし
橋　庄

しょうじ
司　氏

　　　　（言語聴覚士・老人保健施設にじの丘）
定　員　150名（定員になり次第、締切り）
申込み　氏名・電話番号・参加人数を電話又は
方　法　FAX、メールにてご連絡ください
　　　　（受付10：00～16：00）
問合せ　足柄歯科医師会地域医療連携室
申込み　（☎・FAX 74－4185）
　　　　（メール ashigarashika@gmail.com）

対　象　原則、全日程参加できる方
　　　　・特定保健指導の動機づけ、積極的支援

対象者
　　　　・健診などで所見のある方
　　　　・生活習慣病などで治療中の方で主治医

の許可がある方
　　　　・運動習慣のない方

場　所　健康福祉センター1階　多目的室1
費　用　600円（③の昼食代）
申込み　11月10日（木）まで期　限
申込み　健康福祉センター窓口又は電話にてお申
方　法　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）

❸



❹

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。

日　　時　11月22日（火）13：00～16：00
※予約制で、相談者1人につき20～30分の相談と

なります。
受付場所　役場4階　402会議室
定　　員　5名（定員になり次第、締切り）
申込み期間　11月7日（月）～17日（木）
　　　　　（土・日曜日を除く8：30～17：15）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて

お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

　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　11月16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）

≪人権行政相談≫
11月21日（月）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
● 11 月 10 日（木）
　上下水道使用料（B 地区第 4 期分）
● 11 月 30 日（水）
　保育園保育料（11 月分）
　放課後児童クラブ負担金（11 月分）
　国民健康保険税（第 6 期分）
　介護保険料（第 5 期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 5 期分）
　町設置型浄化槽使用料（9・10 月分）
　町営住宅使用料（11 月分）
　幼稚園保育料（11 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　11月11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11月1日（火）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6か月児健康診査
月　　日　11月15日（火）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成27年3～5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、
　　　　　 問診票、子育てアンケート

2歳児歯科健診
　歯科健診と栄養相談を実施します。なお希望者
には、むし歯予防の薬をぬります。
月　　日　11月18日（金）
受付時間　13：00～13：15
場　　所　健康福祉センター
対　　象　平成26年9～11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、
　　　　　 問診票

11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
　　　　　平成27年11月～平成28年1月生まれの
対　　象　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）


