
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10時30分～18時30分　※他 3月17日（金）

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

D52型蒸気機関車を運行します
　昨年10月に復活したD52型蒸気機関車の定期整
備に併せて、公開運行を行います。
　みなさんのご見学をお待ちしています。

日　時　3月 5日（日） 9：00～12：00
　　　　3月31日（金）14：30～16：00
※整備の合間に数回運行します。
場　所　山北鉄道公園
問合せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

山北つぶらの公園開園のお知らせ
　都夫良野に県立都市公園が開園します。開園当
日にイベントを開催しますので、みなさんぜひお
越しください。先着無料プレゼント、お楽しみ抽
選会も予定しています。

日　時　3月25日（土）11：00～15：00
　　　　※小雨決行、荒天中止。
場　所　山北つぶらの公園内広場
　　　　（都夫良野675－5他）
内　容　・ふわふわトランポリン
　　　　・特産物、パンなどの販売
　　　　・豚汁、綿菓子サービス
　　　　・しいたけの菌打ち体験
　　　　・建設機械展示
　　　　・スタンプラリー　
　　　　・洒

しゃすい
水太鼓、高校生によるダンス　など

※山北駅から送迎バスが出ます。
問合せ　神奈川県県西土木事務所道路都市課
　　　　（☎83－5111　内線660～666）

❶

卒業・入学祝いに
「山北町商品券」をご利用ください

　春の卒業・入学シーズンとなりました。お祝い
やお返し、贈り物に「山北町商品券」をご利用く
ださい。

種　　類　500円券・1,000円券の2種類
※町内の商品券取扱い事業所でのみご利用いただ

けます。
※おつりは出ませんのでご注意ください。
購入場所　役場会計課及び清水・三保支所
※ご購入枚数によっては、お渡しまで時間をいた

だく場合がありますので、事前にご連絡をいた
だければ準備いたします。

有効期限　1年間
※商品券に記載されている期限日までご利用でき

ます。

特定事業者のみなさんへ
　商品券の換金期限にご注意ください。
　商品券の換金期限は、有効期限日の翌月から2
か月となりますので、お早めに換金してください。

問 合 せ　商工観光課商工観光班（☎75－3646）
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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
3月21日
（火） もえるごみ 山北第1、共和、

清水、三保
3月22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）



生涯学習活動モデル事業に助成します
　町では、生涯学習活動の推進を図るため、モデ
ルとなるような活動を行う自治会や町内の各種団
体などに助成金を交付します。

助成対象　教養を高めるための講座・教室などの
開催、学習成果の発表会、地域の人々
の交流を促進する活動など

助成金額　対象事業費の3/4以内（上限15万円）
助成期間　最長3年間　※毎年度審査があります。
募集団体　3団体（新規）
選考方法　申請書類により山北町生涯学習推進協

議会で審査し、助成団体を決定します
申込み期限　3月24日（金）まで
申 込 み　役場生涯学習課窓口で配付する申請書
方　　法　に必要事項を記入し、提出してください
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

住宅用火災警報器を設置しましょう
　昨年、小田原市消防本部が管内の住宅用火災警
報器の設置状況について調査を行ったところ、す
べての寝室などに警報器を設置しているご家庭と
寝室などの一部に設置しているご家庭は、全体の
約6割で、約4割の家庭では全く設置していない状
況でした。
　火災が発生した場合、住宅用火災警報器が設置
されていることで、火災を早期に発見することが
できます。火災の早期発見は、初期消火の成功や
安全な避難につながり、大切な命や財産を守るこ
とができます。
　まだ設置されていないご家庭は、早急に設置を
お願いします。

【住宅用火災警報器の設置について】
　住宅用火災警報器の設置は、小田原市火災予防
条例に基づき、ご家庭のすべての寝室、寝室が2
階以上にある場合は階段の上部に煙感知式の機器
の設置が義務付けられています。

問合せ　小田原市消防本部予防課（☎49－4427）　　　

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。掲載を希望さ
れる方は、企画政策課にお申込みください。

掲載対象　・広報やまきた
　　　　　・広報やまきたおしらせ版
　　　　　・ホームページ（バナー広告）
　　　　　・町内循環バス
※掲載対象ごとに規格や料金が異なりますので、

詳しくはお問合せください。
問合せ申込み　企画政策課企画班（☎75－3651）

 やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
日　　時　3月5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）

奨学生を募集します
　町では、山北町に住民登録のある高校生、大学
生を対象に奨学金を貸与しています。希望される
方は申請してください。

貸 与 額　高校生：月額10,000円
　　　　　大学生：月額15,000円
申請期間　4月5日（水）～28日（金）
　　　　　8：30～12：00、13：00～17：15
　　　　　（土・日曜日を除く）
申請方法　奨学生願書に在学証明書、成績証明書

を添付し、役場学校教育課窓口に提出
してください

※願書は、4月5日（水）から、学校教育課窓口で
配付します。

問合せ申請先　学校教育課教育班（☎75－3648）

ME-BYOフェスタ2017春
～スポーツで未病を改善する休日！～

開催のお知らせ
　「未病の改善」をキーワードに、県と県西地域
2市8町が連携して、未病いやしの里センター（仮
称）設置予定地で「ME-BYOフェスタ2017春」
を開催します。

日　時　3月18日（土）10：00～16：00
場　所　㈱ブルックスホールディングス大井事業所
内　容　・EXILEのÜSA氏によるスペシャルプロ

グラム
　　　　・野球、ラグビー、ゴルフ、ランニング

などの体験教室
　　　　・ドッグイベント
　　　　・未病展示スペース
　　　　・地域特産品の販売　など
※FMヨコハマの公開放送が実施されます。
※詳しくは、ホームページをご覧ください。
　（http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/p1111980.html）
問合せ　（一社）小田原プロモーションフォーラム
　　　　（☎20－9166）
　　　　神奈川県政策局地域政策課
　　　　（☎045－210－3275）

❷



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　3月15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）

どんぐりんフェスティバル
　どんぐりんは障がい児の学童事業所で、役場の
近くにあります。感性豊かな子どもたちがいろい
ろな作品作りを楽しみました。にぎやかな声が聞
こえてきそうな作品を見に来てください。
　ちいき・ふくし博の出品作も展示します。

月　日　3月8日（水）～14日（火）
場　所　生涯学習センター1階　ロビー
問合せ　NPO法人山北なないろ　どんぐりん
　　　　（☎46－7334）

自衛官募集案内
募集種目 資　　格 受付期間

（締切日必着） 試験期日

予備自衛官補

一般 18歳以上34歳未満

4月7日（金）まで 4月14日（金）～18日（火）
※いずれか1日を指定されます。技能

18歳以上で国家免許資格などを
有する方（資格により53歳未満
又は55歳未満）

一般幹部候補生

大卒程
度試験

ア.22歳以上26歳未満（学校教育
法に基づく大学院の修士課程
若しくは専門職大学院の課程
を修了した方又はこれに相当
すると認められる方にあって
は28歳未満）

　 （平成30年4月1日現在）
3月1日（水）～
5月5日（金・祝）

①筆記試験
　5月13日（土）
②筆記式操縦適性検査
　（飛行要員希望者のみ）
　5月14日（日）

イ.20歳以上22歳未満（学校教育
法に基づく大学を卒業した方
又は外国における学校を卒業
した場合で大学卒業に相当す
ると認められる方）

　 （平成30年4月1日現在）
院卒者
試験

修士課程修了者で20歳以上28歳
未満（平成30年4月1日現在）

一 般曹候補生
（春試験）

18歳以上27歳未満
（平成30年4月1日現在）
※高校生は不可。

3月1日（水）～
5月12日（金）

1次　5月27日（土）
2次　未定
※事務所にお問合せください。

自衛官候補生 18歳以上27歳未満 年間を通じて実施 ※事務所にお問合せください。

問 合 せ　自衛隊神奈川地方協力本部小田原地域事務所（小田原市栄町1－14－9 NTビル3階）（☎24－3080）

県立21世紀の森イベント参加者募集
未病対策プログラム

ノルディックウォーキングとヨガ
日　時　3月25日（土）10：00～13：00
場　所　県立21世紀の森　
対　象　一般（中学生以上）
内　容　2本のストックを持って歩くノルディック

ウォーキングとヨガを森の中で楽しみます
定　員　15名（抽選）
費　用　1,000円（参加費）
申込み　3月14日（火）まで期　限
申込み　イベント名・開催日・参加者全員の住　
方　法　所・氏名・年齢・電話番号・FAX番号
　　　　（FAXで申込みの場合）・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　FAX72－2882）
　　　　（メール k21seiki@ak.wakwak.com）

❸



❹

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　3月21日（火）※雨天中止。
行き先　西

さ い か ち
海子小

こ う じ
路（小田原市）　

集　合　山北駅北口　8：40
費　用　会員の方　　  820円（交通費）
　　　　新規入会の方  1,820円（交通費、入会費）
　　　　（山北駅～小田原駅間は各自で清算）
※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、敷物、雨具、健康保険証など
申込み　3月16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）

あしがり学校冬期コース
井伊直虎が遺したもの～近世大名井伊直政への歩み～
　 月　日　 内　容
1 3月15日（水） 井伊直虎の登場
2 3月18日（土） 井伊直政の活躍
3 3月22日（水） 井伊直政とその後の発展

※1回のみの参加も可能です。

時　間　13：30～15：30
場　所　瀬戸屋敷土蔵（開成町金井島1336）
講　師　伊

い と う
藤　一

か ず み
美　氏

　　　　�鎌倉考古学研究所理事　　　�
　　　　�葉山町文化財保護委員会会長�
　　　　�藤沢市文化財保護委員会委員�
定　員　各回50名
費　用　無料
申込み　あしがり郷瀬戸屋敷
方　法　へ電話にてお申込み
　　　　ください（月曜休園）
問合せ　あしがり郷瀬戸屋敷
申込み　（☎84－0050）       

お詫びと訂正
　平成28年度町民カレンダーで、3月のカレンダー
中及び「今月の主な行事」に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。

【正】　18日（土）保育園卒園式
【誤】　11日（土）保育園卒園式

今月の納期限
● 3 月 10 日（金）
　上下水道使用料（B 地区第 6 期分）
● 3 月 27 日（月）
　下水道受益者負担金（第 4 期分）
　町設置型浄化槽分担金（第 4 期分）
● 3 月 31 日（金）
　保育園保育料（3 月分）
　放課後児童クラブ負担金（3 月分）
　後期高齢者医療制度保険料（第 9 期分）
　町設置型浄化槽使用料（1・2 月分）
　町営住宅使用料（3 月分）
　幼稚園保育料（3 月分）　

　3歳児健康診査
月　　日　3月14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12月～平成26年2月生まれ
　　　　　の幼児
　　　　　母子健康手帳、3歳児健診検査セット
持 ち 物　（視力・聴力検査用紙、尿検査）、
　　　　　問診票、子育てアンケート

3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　生後10～11か月の乳児
　　　　　※1歳の誕生日前日まで
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）

≪人権行政相談≫
3月21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）


