
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）
12月営業日 ： 4日（日）・10日（土）・17日（土）・24日（土）
　　　　　　10時30分～18時 （12月3日（土）・31日（土）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）
日　　時　12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
※1月はお休みします。
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）

鉄道遺産を活用した
元気なまちづくり事業関連イベント
～鉄道の町やまきたの面影を歩く～
　鉄道の町として栄えた山北町。山北駅周辺に今
も残る当時の風景を歩いて巡ります。

日　　時　平成29年1月15日（日）
　　　　　15：00～17：00
集合場所　生涯学習センター2階　第1会議室
内　　容　15：00～15：45　会議室内での説明
（予定）　15：50～16：50　山北駅周辺の散策
　　　　　17：00  山北鉄道公園で解散
※解散後は、山北駅前で道祖神祭りをご覧いただ

くことができます。
定　　員　30名程度（定員になり次第、締切り）
※1時間程度散策を行いますので、動きやすい服

装や靴でご参加ください。
費　　用　無料
申 込 み　生涯学習課窓口又は電話にてお申込み
方　　法　ください
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

❶

年末火災特別警戒を実施します
　町では、12月25日（日）から31日（土）ま
で、年末火災特別警戒を実施します。
　期間中は消防車両による巡回広報のほか、のぼ
り旗の掲出などにより、火災の予防と発生を警戒
します。
　この時期は、火気使用の増加と湿度の低下によ
る火災の発生、拡大が予想されますので、次のこ
とに注意しましょう。

・家の周りに可燃ご
みなど、燃えやす
い物を置かない。

・たばこの火の始末
を確実にする。

・コンロを使うときは、その場を離れない。
・マッチやライターを放置しない。
・外出するときは、必ず火の元を確認する。

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
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ごみの収集日について
　祝日・年末に伴い、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
12月21日

（水） もえるごみ 山北第1、共和、
清水、三保

12月22日
（木） もえるごみ 山北第2・第3、

岸、向原
12月30日

（金） もえるごみ 全地区

※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）



取り壊し家屋の届出について
　固定資産税の課税基準日は、毎年1月1日です。
課税対象となっている家屋を取り壊した場合に
は、必ず町民税務課へご連絡ください。
　連絡がないと、そのまま課税されてしまう場合
がありますので、ご注意ください。

問合せ　町民税務課税務班（☎75－3641）

平成28年度
勤労者利子補助制度について

　勤労者利子補助制度とは、町内で自己の住宅を
取得・増改築するために、町指定の金融機関で融
資を受けた場合の利子の一部を補助する制度で
す。利子補助を希望する方は、必要書類を添えて
申請してください。必要書類などの詳細は、定住
対策課へお問合せください。
※継続を希望する方も、新たに申請が必要です。

対　　象　次のすべてに該当する方
　　　　　①町内に自己の住宅を取得・増改築し、

町内に居住している方
　　　　　②町税などに滞納がない方
　　　　　③新規申請の場合、住宅資金の借入を

開始した年から２年以内の方
※利子補助の期間は3年を上限とします。
申請期間　12月12日（月）～平成29年1月16日（月）
※申請書は、定住対策課にて配付します。
問 合 せ　定住対策課定住対策班
申 請 先　（☎75－3650）

林業退職金共済制度（林退共）の
お知らせ

　林業の仕事をしていたことがありませんか？　
　林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受
け取っていない方をさがしています。
　以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退
共へ加入していたか分らない方についてもお調べ
します。
　また、罹

り さ い
災された共済契約者及び被共済者のみ

なさんに対し、各種手続き（共済手帳の紛失、退
職金の請求など）の必要が生じた場合はお問合せ
ください。

問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　林業退職金共済事業本部
　　　　（☎03－6731－2887）

農地を借りたい・貸したい方を募集します
　農地の規模を拡大したい方や農業経営に新規参
入しようとする方に、農地をお貸しします。
　また、農地を貸したい方も募集しています。

募集期間　・農地を借りたい方
　　　　　　12月15日（木）～平成29年1月31日（火）
　　　　　・農地を貸したい方
　　　　　　随時（期限なし）
問 合 せ　公益社団法人神奈川県農業公社
申 込 み　（☎045－651－1703  FAX045－651－1760）
　　　　　（メール jimukyoku@k-nk.or.jp）
　　　　　（URL http://www.k-nk.or.jp/）

さくらの湯
年末年始休業します

休業日　12月28日（水）～平成29年1月５日（木）
※新年は1月6日（金）から営業します。
問合せ　健康福祉センター さくらの湯
　　　　（☎75－0819）

中川温泉 ぶなの湯　
年末年始休業します

休業日　12月28日（水）～平成29年1月4日（水）
※新年は1月5日（木）から営業します。
問合せ　中川温泉 ぶなの湯（☎78－3090）

火葬場　年末年始の休場日
斎　場 休場日

小田原市斎場 12月31日（土）～平成29年
1月3日（火）

御殿場市・小山町
広域行政組合斎場

12月31日（土）、平成29年
1月1日（日・祝）

【小田原市斎場】
問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）
火葬予約　小田原市戸籍住民課（☎33－1387）
※12月29日（木）～平成29年1月3日（火）の

火葬予約は、小田原市役所守衛室（☎33－
1822）です。

【御殿場市・小山町広域行政組合斎場】
問 合 せ　御殿場市・小山町広域行政組合
火葬予約　（☎0550－82－4623）
※12月29日（木）～平成29年1月3日（火）の

火葬予約は、御殿場市役所守衛室（☎0550－
83－1212）です。

❷



第21回おれんじマーケット
　おれんじ会では、地域のみなさんとの“農業を
通じたふれあい”を大切に考えています。
　安心・安全な地場産品の販売や、体験コー
ナー、へろくり倶楽部（三保）の出品などがあり
ます。みなさんぜひお越しください。
日　時　12月4日（日）10：00～14：00
　　　　※雨天決行。
場　所　かながわ西湘農協山北支店（堂山）
内　容　・葉ぼたん、寄せ植え、野菜、果物、自

じ
然
ねんじょ

薯、
炊き込みご飯、赤飯、アメリカンドックの販売

　　　　・バザー
　　　　・体験コーナー（ドライフラワーのリース）
※おれんじ会の手作り味噌を使った豚汁の無料

サービスがあります。（先着200名）
問合せ　おれんじ会代表　磯

いそざき
崎　加

か よ こ
代子

　　　　（☎75－1445）

第35回県西地区障害者文化事業
～つなごうみんなの心～

日　時　12月10日（土）9：30～15：00
場　所　小田原市川東タウンセンターマロニエ
　　　　3階ホール　301集会室
内　容　・県西地区の障がい福祉関係機関、団体

などの作品展示と手作り製品の販売
　　　　・第5回県西地区アート作品コンクール

「キラッとひかれ！わたしのアート」
　　　　・楽器演奏、踊りなどのアトラクション
問合せ　中井やまゆり園地域支援課
　　　　（☎81－0288）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　12月20日（火）※雨天中止。
行 き 先　富士霊園　
集　　合　山北駅北口　8：40
費　　用　会員の方　　　 400円（交通費）
　　　　　新規入会の方  1,400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
申込み期限　12月16日（金）まで
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

平成28年鳥取県中部地震災害義援金募金のお礼
　鳥取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、26,545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）　

第16回山北町サッカー大会
　山北町体育協会サッカー部では、新春サッカー
大会を開催します。参加希望のチームはお申込み
ください。

月　日　平成29年1月3日（火）
場　所　山北町スポーツ広場
※代表者会議を12月18日（日）19：00から生涯

学習センター2階第3会議室で開催します。
申込み　12月16日（金）まで期　限　
問合せ　山北町体育協会サッカー部長
申込み　加

か と う
藤　陽

よういちろう
一郎（☎75－0624）

　　　　（携帯090－1774－0160）

白色（事業）申告者のための
指導会を開催します

　平成26年1月からすべての白色申告者（事業・
不動産）にも、「記帳や帳簿の保存」が義務付け
られました。
　急に言われても・・・、とお困りのみなさん
に、記帳と収支計算書のまとめかたの個別指導を
行いますので、ぜひご参加ください。

日　時　12月27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）
※駐車場が狭いため公共交通機関を利用するか、

車の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。
対　象　事業を行う白色申告者（会員を除く）
費　用　無料
持ち物　昨年度申告書控、領収書、通帳、まとめ

た資料など
申込み　12月16日（金）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）

「ライブ・イン・山北」
青少年ライブコンサートを開催します
日　時　12月11日（日）
　　　　13：15～16：30（開場12：45）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
入場料　無料
出演者　足柄上地域内高等学校生徒アマチュアバ

ンド（山北高校、足柄高校、大井高校、
吉田島総合高校、立花学園高校）

主　催　山北町青少年指導員協議会
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　（☎75－3649）

❸



❹

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　12月27日（火）14：00～16：00
場　所　役場4階　402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）

「県西未病観光コンシェルジュ」育成セミナー
　観光などに携わる方が、県西地域の地域資源を
生かして「未病」を改善する取り組みの提案など
ができる「県西未病観光コンシェルジュ」になる
ためのセミナーを1月・2月に開催します。
　詳細は、ホームページをご覧ください。
　（https://v3.apollon.nta.co.jp/mibyou1/）
主　催　神奈川県
問合せ　㈱ジャッツ内日本旅行MICE事務局
　　　　（☎03－5471－8353）

12月16日号の
おしらせ版は
お休みです

今月の納期限
● 12 月 12 日（月）
　 上下水道使用料（A 地区第 5 期分）
● 12 月 26 日（月）
　 固定資産税（第 3 期分）
　 保育園保育料（12 月分）
　 放課後児童クラブ負担金（12 月分）
　 国民健康保険税（第 7 期分）
　 介護保険料（第 6 期分）
　 下水道受益者負担金（第 3 期分）　
　 町設置型浄化槽分担金（第 3 期分）
　 町営住宅使用料（12 月分）
　 幼稚園保育料（12 月分）　　
● 平成 29 年 1 月 4 日（水）
　 後期高齢者医療制度保険料（第 6 期分）

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　平成29年1月10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　平成29年1月5日（木）
受付時間　9：30～10：30
場　　所　健康福祉センター  相談室1

3か月児健康診査
月　　日　12月20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8～9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

ママパパクラス
月　　日　平成29年1月7日（土）
時　　間　10：00～12：00（受付9：45から）
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）

内　　容　・妊娠中の栄養[講話]
　　　　　・妊娠中の歯の衛生[講話・実技]

持 ち 物　母子健康手帳、筆記用具、タオル、
　　　　　歯ブラシ、手鏡、コップ

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。

12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12月～平成28年2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）

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
12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）


