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児童手当を受給されている方へ
～現況届のお知らせ～

　５月31日現在、児童手当を受給している方は現
況届の提出が必要です。
　現況届は、養育状況や収入状況を確認するため
の大切な書類です。現況届が未提出の場合、６月
分以降の手当が受給できなくなりますので、必ず
提出してください。なお、現況届用紙などは５月
下旬に受給者へ郵送しています。

受付期間　６月１日（木）～30日（金）
問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）
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第17回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に包まれた丹沢湖で、今年もカヌー
マラソンを開催します。ぜひ、ご家族・お仲間で
ご参加ください。

開 催 日　７月16日（日）※小雨決行。
会　　場　丹沢湖（玄倉ふれあいランド）
種　　目　10キロコース・５キロコース
参 加 費　小・中学生　１人1,000円
　　　　　高校生以上　１人2,500円
申込み期限　６月19日（月）まで
申 込 み　生涯学習課窓口で配付している申込み
方　　法　用紙に必要事項を記入し、参加費を添
　　　　　えてお申込みください
※パソコン又は携帯電話からも申込みができます。
　URL（http://runnet.jp/）         
　ただし、無料会員登録が必要で、参加費のほか
　別途手数料がかかります。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

やまきたブランド募集
　町の地域資源を活用した商品をブランド認定
し、多くの方に知っていただくため、
やまきたブランドを募集します。

募集期間　６月５日（月）～16日（金）
※認定審査会は６月下旬頃を予定しています。
申請条件　次の①又は②のどちらかに該当してい
　　　　　ること
　　　　　①町内産の原材料を一部でも使用している
　　　　　②町内で生産・製造・加工している
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課窓口で配付している申請書
　　　　　に必要事項を記入のうえ、お申込みく
　　　　　ださい
※申請書は、町ホームページからもダウンロード
　できます。
問合せ応募先　商工観光課商工観光班（☎75－3646）

敬老の記念品を贈呈します
　町では、長寿をお祝いして、80歳から88歳の方
に記念写真を、結婚50年・60年・70年を迎えるご
夫妻には記念写真と金盃をお贈りします。
　平成29年９月15日時点で、１年以上町内にお住
まいで該当する方は、６月16日（金）までに福祉
課へ電話でご連絡ください。

【結婚50年】
昭和41年９月16日～昭和42年９月15日に結婚
し、結婚後50年に達する夫妻
【結婚60年】
昭和31年９月16日～昭和32年９月15日に結婚
し、結婚後60年に達する夫妻
【結婚70年】
昭和21年９月16日～昭和22年９月15日に結婚
し、結婚後70年に達する夫妻

※この場合の結婚期間とは、婚姻届による期間で
はなく、事実上夫妻として50・60・70年を経
過している方が対象となります。
※記念写真の撮影は、７月20日（木）・22日（土）
の２日間に、生涯学習センター多目的ホールで
行います。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

きんぱい



山北町第2次健康増進計画・
食育推進計画を策定しました

　町では、すべての町民が生涯を通じて健康で活
力あふれる人生を送ることができるよう、山北町
第２次健康増進計画・食育推進計画を策定しました。 
本計画は町民が主体の計画として、わかりやすく 
取り組みやすい行動目標を明示しています。
　計画書は町ホームページまたは健康福祉セン
ター 窓口で閲覧できます。
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

東山北駅前広場整備工事がはじまります
　東山北駅周辺の駅利用者の利便性向上などを図
るため、６月から駅前広場の整備工事を行いま
す。工事期間中はご不便・ご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

土砂災害防止月間のお知らせ
　毎年６月は土砂災害防止月間です。
　町民の皆さまも、土砂災害から身を守るために
日頃からの備えをお願いします。

【土砂災害に備えて】
・自宅周辺の警戒区域を確認しましょう。
・避難所や避難路、危険箇所を確認しましょう。
・非常持出品を準備しておきましょう。
※平成28年４月に全戸配布した「山北町土砂災
　害ハザードマップ」を参考にしてください。

【警戒情報などに注意】
・大雨などの気象情報は、注意報＜警報＜特別
　警報の順に危険度が高まります。
・土砂災害警戒情報は危険度が高まった際に発
　表されるものです。土砂災害警戒情報が発表
　されたら早めに避難しましょう。
・町から発令される避難情報に注意しましょう。

問合せ　避難勧告・避難指示などに関すること　
　　　　総務防災課（☎75－3643）
　　　　土砂災害警戒区域に関すること　　　　
　　　　都市整備課（☎75－3647）

❷

「足柄乃文化」第44号を発刊しました
　山北町地方史研究会が機関誌「足柄乃文化」を
発刊しました。
　今号は、昨年、奇跡の復活を果たした「Ｄ52」
に関する資料をはじめ、昭和26年の山北中学校舎
工事の際に発見された板碑のことや、室生神社の
流鏑馬にみられる日本の馬文化ついてなど、多岐
にわたり、町の歴史に関する内容を掲載していま
す。一度、お手にとってご覧ください。

販売場所　役場２階生涯学習課窓口
価　　格　1,500円
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

や ぶ さ め

いた び

汚泥発酵肥料を無料配付します
　足柄上衛生組合は、汚泥発酵肥料（足柄のみの
り）を無料でお配りしています。
配付方法　申込みのうえ、軽トラック、2ｔダンプ

車などの自動車で取りに来てください
※肥料は、袋詰めされていません。
主な成分　窒素全量1.3％、りん酸全量0.9％、加里

全量0.5％未満、炭素窒素比19
登録番号　生91075号（農林水産省登録の肥料です）
※平成29年３月２日に肥料を測定した結果、放射
性セシウムは不検出でした。安心してお使いい
ただけます。　

問合せ申込み　足柄上衛生組合業務課（☎74－0722）

か　り 「代謝アップエアロ」体験会のお知らせ
　朝のエクササイズ「チャージ！」で「代謝アッ
プエアロ」体験会を開催します。夏に向けてイン
ナーマッスルを鍛えて暑さに負けない体づくりを
しましょう。託児もあります。お申込みお待ちし
ています。

日　時　６月1・8・15・29日（木）※22日は休み。
　　　　９：20～10：20
場　所　健康福祉センター
参加費　１回500円
持ち物　室内シューズ、ヨガマット（またはバス
　　　　タオル）、飲み物、汗ふきタオル
※託児はご予約ください（有料）。
　　　　　　　　　　　　　　　

問合せ　あすぽ事務局
申込み　秋葉（☎090－8013－5541）平日のみ
　　　　（メール asupo2009@yahoo.co.jp）
　　　　（URL http://asupo1.com/）

スポーツ振興くじ助成事業

問合せ　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

向原交差点国道246号

工事箇所
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「こどもコンサート 2017」
 出演団体を募集します!

参加資格　町内外でこどもを中心に、太鼓・和洋
楽器演奏・コーラス・ダンスなどの活
動をしている団体

参加費用　無料
申込み期限　６月30日（金）まで

【コンサートについて】
開催日時　８月26日（土）13：30～17：00
開催場所　生涯学習センター　多目的ホール
問 合 せ　こどもコンサート 2017
申 込 み　実行委員会幹事長　田代
　　　　　（☎76－3111 又は 090－3203－5940）
　　　　　（メール  syasui@rice.ocn.ne.jp）

食生活改善推進員養成講座受講生募集
（1市5町共同開催）

　食生活改善推進員（ヘルスメイト）とは、食を 
通じた健康づくり、食育の担い手として地域で活 
動するボランティアです。養成講座を受講し、修 
了後は食生活改善推進員となり地域で活躍します。

日　時　【第１回】６月27日（火）９：30～12：30
※12月まで全８回の講義・実習と食生活改善推進
　団体の活動の見学実習が１日あります。
会　場　山北町健康福祉センターほか各市町会場 
内　容　・食生活改善推進員の役割
　　　　・栄養の基礎知識、栄養価計算
　　　　・調理実習など
費　用　3,500円程度（テキスト・調理実習材料

代・献立制作発表材料代） 
※講座終了後に食生活改善推進団体の年会費とし
　て、3,000 円を徴収します。 
申込み　６月15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）

川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　６月17日（土）８：20～12：15
場　所　川村小学校
内　容　朝の会　８：20～　　１校時　８：45～
　　　　２校時　９：35～　　３校時　10：40～
　　　　４校時　11：30～12：15
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
※ビデオ及び写真撮影はご遠慮ください。

問合せ　川村小学校　教頭（☎75－1142）

❸

スクエアダンス無料体験教室に
参加しませんか

　スクエアダンスは、４組のカップル（８人）が
リズムに乗って踊るダンスです。ゲーム性・パズ
ル性があり、「頭の体操になる」と年齢を問わず人
気です。お気軽に、ご参加ください。

日　時　６月９日（金）・16日（金）
　　　　９：30～12：00
場　所　健康福祉センター201室
問合せ　足柄スクエアダンスクラブ
申込み　浜田　光子（☎75－1081）
※動きやすい服装・靴でお越しください。

はま だ 　　みつ こ

ホタル観賞会へのお誘い
　向原滝ホタルの会では、町の大いなる財産であ 
る「緑と水」を活かしたホタルの生息活動に９年 
前より取り組んできました。
　その結果、ここ数年ホタルの飛翔が多く確認さ
れたので、次のとおりホタルの鑑賞会を開催しま
す。時の流れをホタルの灯とともに感じ、心を癒
やし、ホッとしてはいかがでしょうか。
　ぜひ、ご家族揃ってお楽しみください。

日　時　６月11日（日）19：00 から
　　　　※雨天中止。
場　所　向原滝ホタルの池（山北中学校奥）
※駐車場は東名高速道路高架橋下（山北中学校奥）
　をご利用ください。
※ホタルは持ち帰らないでください。
問合せ　滝ホタルの会　広報
　　　　小林　秀雄（☎75－0425）

い

そろ

こばやし　　ひで お

三保小学校「ふれあい学級
(学校公開)」のお知らせ

日　時　６月17日（土）
場　所　三保小学校
内　容　①授業参観 10：35～11：20（各学年教室)
　　　　②音楽鑑賞 11：30～12：15（３階音楽室)
　　　　　「ふれあいコンサート」
　　　　　サックス奏者　宮里　隆太郎　氏
　　　　　ピアノ奏者　　三好　明子　氏
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、正面玄関で受付をしてください。
※室内履きをご用意ください。
※ビデオ及び写真撮影はご遠慮ください。

問合せ　三保小学校　教頭（☎78－3028）

みやざと　　りゅうた ろう

み よし　　あき こ



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。手遊びと絵本で一緒に楽し
く過ごしましょう。どなたでも自由に参加できます。

日　時　６月21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）

～思いやりからつなぐ命～献血にご協力を!

※ただし、65歳～69歳の方は、60歳～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、免許証などの身分を証 
明できるものをお持ちください。

※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）

❹

「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。

対　　象　町内に在住の方
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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
6月14日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

場　所

役場前駐車場

実施日
6月21日
（水）

10：00～12：00
13：00～16：00

時　間

《人権行政相談》
６月20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）

体　重

50kg以上

性　別
男　性
女　性

17～69歳
18～69歳

年　齢献血ができる方

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

６月13日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター
平成26年３～５月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、３歳児健診 
検査セット（視力・聴力検査用紙、 
尿検査）、子育てアンケート

日　　時
場　　所

対　　象

持 ち 物

医療機関にお問合せください
足柄上地域、小田原市の医療機関など
平成28年６～８月生まれの乳児
※満10か月から誕生日前日まで。
母子健康手帳、お誕生前健診票

６月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

３か月児健康診査

月　　日

受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

６月30日（金）
※町民カレンダーに掲載の定例日
　６月27日が６月30日に変更に
なっています。
13：00～13：15
健康福祉センター
平成29年２～３月生まれの乳児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート

●12日 上下水道使用料（Ａ地区第２期分）
●30日 町県民税（第１期分）
 認定こども園保育料（6月分）
 保育園保育料（6月分）
 幼稚園保育料（6月分）
 放課後児童クラブ負担金（6月分）
 下水道受益者負担金（一括納付又は第1期分）
 町設置型浄化槽分担金（一括納付又は第1期分）
 町営住宅使用料（6月分）

今月の納期

YKA健康ウォーキングの参加募集
月　日　６月20日（火）※雨天中止。
行き先　葛山城址・景ヶ島・五龍の滝
集　合　山北駅北口　７：50
費　用　会員の方 1,080 円（交通費）
　　　　新規入会の方 2,160 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、敷物、雨具、健康保険証
申込み　６月16日（金）期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

かずらやまじょうし けい が しま ご りゅう たき


