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町営プールを団体に開放します
開放期間　７月24 日（月）～８月18 日（金）
　　　　　10：00～11：30 ※水・土・日曜日は除く。
使 用 料　無料
申 込 み　７月３日（月）から、直接又は電話にて
方　　法　お申込みください
※事故防止のため、責任者が必ず付き添ってください。
問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）
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プールの一般開放について
開放施設　町営プール※１、旧清水小プール、川村
　　　　　小プール、三保小プール
※１　自転車でお越しの際は、やまきたこども園
　　　の臨時駐輪場をご利用ください。
開放期間　７月21日（金）～８月21日（月）

使用料　無料
問合せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

平成29年度保険税（料）の
本算定決定通知書を郵送します
　本年度の国民健康保険税、介護保険料及び後期
高齢者医療制度保険料の決定通知を、７月上旬に
郵送します。
○国民健康保険税
　平成28年中の所得や平成29年度の固定資産税な
　どによって計算されます。
○介護保険料
　平成28年中の所得や平成29年度の住民税の課税
　状況により１段階から12段階で計算されます。
○後期高齢者医療制度保険料
　平成28年中の所得により計算されます。
※詳細は、決定通知書でご確認ください。
問合せ　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

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。

※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）

地　区
山北第１、共和、
清水、三保

山北第２・第３、
岸、向原

収集日
７月18日
（火）

７月19日
（水）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

道の駅「山北」20周年大感謝祭
　道の駅「山北」では、日頃のご愛顧に感謝し、
大感謝祭を開催します。ご家族みなさんでご来店
ください。

日　時　７月22日（土）・23日（日）9：00～ 17：00
場　所　道の駅「山北」
内　容　かき氷、焼きとうもろこし、野菜、果物、ヨー

ヨー、ポップコーン、金魚すくい、鮎の塩焼
き、焼きそば、じゃがバター他

問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

日曜日
10：00～12：00※2
13：00～16：00
※2　町営プールのみ

施設
町営プール
旧清水小プール

川村小プール
三保小プール

13：00
 ～16：00

13：00～16：00

平日・土曜日

水曜日

火曜日

休み

ぐみの木近隣公園利用の際の駐車場について
　車でお越しの際は酒匂川下流側にある駐車場を
ご利用ください。
　道路上に駐車すると他の利用者の迷惑になりま
すので、皆さんが気持ち良く公園を利用するため
にご協力をお願いします。

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

駐車場

神奈川柑橘果工㈱

ぐみの木近隣公園

トオカツフーズ㈱

東山北駅

大口
酒匂川



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　７月12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）

母なる川 酒匂川フォトコンテスト 写真募集
　酒匂川水系の美しさを伝え環境保全の大切さを
伝えるため、酒匂川水系を題材にした未発表の写
真を募集します。

応募期限　９月８日（金）まで（必着）
募集方法　公共施設などで配付する応募用紙に必要事

項を記入し、郵送または持参してください
※入選された方は、ネガやデータなどの提出をお
　願いします。
※応募作品を引き取りに来られない場合は返却い
　たしません。
※詳細については、お問合せください。
問 合 せ　〒250－8555　小田原市荻窪300
応 募 先　酒匂川水系保全協議会事務局（小田原
　　　　　市環境保護課内）（☎33－1481）

❷

町職員を募集します！！
　町では、平成30年４月１日採用の職員を募集します。

採用人数 応募資格職　　種採用予定日

事 務 職 平成３年４月２日以降出生で高等学校卒業以
上の方（平成30年３月卒業予定者含む）

昭和42年４月２日以降出生で高等学校卒業
以上の方（平成30年３月卒業予定者含む）

平成３年４月２日以降出生で社会福祉士の資
格をお持ちの方、または採用期日までに取得
見込みの方（平成30年3月卒業予定者含む）

事 務 職
（社会福祉士）

土 木 技 術 職

平成30年４月１日 若干名

募集内容

提出書類　申込書（町指定の用紙に写真を貼り付けたものを１通）、エントリーシート（町指定のもの）、成績
証明書、卒業証明書又は卒業見込証明書、資格証明書又は取得見込証明書（社会福祉士のみ）

※専門学校を卒業又は卒業見込みの方は、高等学校の成績・卒業証明書をお持ちください。
※申込書は、７月３日（月）から総務防災課で配付します。町ホームページからもダウンロードできます。
給　　与　町の規定による（その他通勤手当、期末勤勉手当などを支給）
受付期間　７月13日（木）～ 14日（金）８：30～ 17：15　
※郵送などによる申込書の送付及び受験申込みの受付は行いません。
試験日程　第１次試験：８月３日（木）13：00～ 16：00予定（土木技術職は17：00まで）
　　　　　第２次・３次試験：各試験の合格者に直接連絡します
試験会場　生涯学習センター（第１次試験）
試験内容　第１次試験：一般的な知識についての筆記試験、適正検査など（土木技術職は専門試験有り）
　　　　　第２次・３次試験：各試験の合格者について、面接試験など
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

　夏休み期間中は、小中学生は無料で入館できま
す。夏休み限定の楽しいイベントも盛りだくさ
ん。ぜひ美術館に遊びにきてください。

こどものための鑑賞教室【美術館たんけん】
日　時　７月24日（月）
　　　　10：30～11：30（小学１～４年生）
　　　　14：00～15：00（小学５年生～中学生）
定　員　各20人（先着順）※保護者同伴可。
申込み　電話にてお申込みください方　法　

※そのほか、夏休み期間中随時、わくわくクイズ
ラリーや夏の思い出づくりコーナーなどのイベ
ントを行っています。

基本情報　住所：湯河原町宮上623-1
　　　　開館時間：9：00～16：30
　　　　　　　　　（入館は16：00まで）
　　　　休館日：水曜日（８月は無休）
　　　　入館料：大人600円　小中学生300円
　　　　※団体割引有り。

夏休みは美術館へ行こう!!
7月21日（金）～8月31日（木）は小中学生無料
町立湯河原美術館（☎６３－７７８８）



食品衛生責任者養成講習会を開催します
　「食品衛生責任者」の資格取得のための講習会を
開催します。受講希望の方は事前申込みが必要です。

【受講申込み受付】※代理も可。
日　　時　７月20日（木）
　　　　　10：00～12：00、13：00～15：00
場　　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　　２階　研修室
受講資格　満15歳以上の方（義務教育履修中の方
　　　　　を除く）で、日本語が理解できる方　
定　　員　100名
持 ち 物　受講料10,000円（納入後、返金不可）
※写真は必要なくなりました。
【講習日】
日　　時　８月８日（火）10：00～17：00
場　　所　足柄上合同庁舎２階　大会議室
問 合 せ　足柄食品衛生協会
　　　　　（小田原保健福祉事務所足柄上センター内）
　　　　　（☎85－3730　FAX85－3731）

パークゴルフのお誘い
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催のパーク
ゴルフ大会を開催します。青い空と緑の芝生を見
ながら元気に体を動かしましょう。ぜひご参加く
ださい。なお、プレー終了後、昼食のお弁当を食
べながらの懇親会もあります。

日　時　７月23日（日）※雨天中止。
　　　　・９：30～11：30（受付９：00～）
　　　　・12：30頃～懇親会（日向活性化施設にて）
※雨天時、パークゴルフは中止しますが懇親会は実施します。
場　所　山北町パークゴルフ場
参加費　500円（プレー代、賞品代）
※懇親会に出席の方は別途、お弁当代500円を徴
　収します。
持ち物　飲み物、タオル、帽子など
申込み　７月12日（水）までに健康福祉センター
方　法　窓口に直接又は電話にてお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

❸

平成29年度自衛官等募集案内

※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細についてはお問合せください。
問合せ　自衛隊小田原地域事務所（☎24－3080）小田原市栄町1－14－9　NTビル3F

受付期間
（締切日必着） 試 験 期 日資　格募集種目

高卒（見込含）
21歳未満

防衛大学校学生

１次　10月28日（土）・29日（日）
２次　12月13日（水）～15日（金）

９月５日（火）
～ 29日（金）

高卒（見込含）
21歳未満

防衛医科大学校
医学科学生

１次　10月14日（土）
２次　11月25日（土）・26日（日）

９月５日（火）
～ 29日（金）

高卒（見込含）
21歳未満

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

１次　９月18日（月・祝）
２次　10月17日（火）～22日（日）
３次　11月18日（土）～12月21日（木）

７月１日（土）
～９月８日（金）航 空 学 生

１次　９月16日（土）
２次　10月６日（金）～９日（月・祝）
※いずれか１日を指定されます。

７月１日（土）
～９月８日（金）

18歳以上
27歳未満一 般 曹 候 補 生

受付時にお知らせします。年間を通じて実施
※事務所にお問合せください。

18歳以上
27歳未満自衛官候補生

高卒（見込含）
21歳未満航空

高卒（見込含）
23歳未満海上

男子
女子

一般

１次　９月23日（土・祝）
２次　10月28日（土）・29日（日）

９月５日（火）
～７日（木）同　上総合

選抜

９月23日（土・祝）・24日（日）９月５日（火）
～７日（木）

同上（学校長が
推薦できる者）推薦

１次　平成30年２月17日（土） 
２次　平成30年３月９日（金）

平成30年　　
１月20日（土）
  ～26日（金）

後
期

１次　11月４日（土）・５日（日）
２次　12月５日（火）～９日（土）

９月５日（火）
 ～29日（金）

前
期



❹

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
生後10か月～11か月の乳児
※満１歳の誕生日前日まで。
母子健康手帳、お誕生前健診票

７月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所

内　　容

申 込 み

持 ち 物

７月14日（金）
９：00～10：30
健康福祉センター２階　多目的室２
乳幼児の計測（身長・体重）、健康・
栄養相談、助産師による乳房ケアなど
※助産師による乳房ケアは予約制で
す（先着４名）。初めて受ける方・
産後６か月以内の方を優先。申込
み開始は７月３日（月）からです。

保険健康課健康づくり班（☎75－0822）
母子健康手帳、乳房ケアのある方は
フェイスタオル２枚

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
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

７月18日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成28年５～７月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室
　歯科相談と栄養相談を実施します。

「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》
７月20日（木）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）

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）

場　所
健康福祉センター
１階　内科診察室

実施日
7月12日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

女性の健康相談
日　時　７月６日（木）９：30～11：30
　　　　（１人あたり30分程度）
場　所　小田原保健福祉事務所足柄上センター
　　　　２階　診察室
内　容　女性を対象に、女性医師が妊娠・出産・

更年期などの女性特有の心と身体の症状
や悩みに関する相談をお受けします

※予約制ですので、電話にてお申込みください。
問合せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申込み　保健福祉課（☎83－5111　内線465）

糖尿病公開講座～糖尿病と上手に付き合う～
　糖尿病の方、糖尿病に関心のある方など、どな
たでもお気軽にご参加ください。

日　時　７月27日（木）
　　　　第１部　17：00 ～17：30
　　　　「糖尿病に用いるお薬について」
　　　　第２部　17：30 ～18：00
　　　　「糖尿病への質問に答えます」
場　所　足柄上病院　３号館　講義室
講　師　第１部　薬剤師　深澤　梢　氏
　　　　第２部　足柄上病院糖尿病チームスタッフ
費　用　無料
※予約は不要ですので、直接ご来場ください。
問合せ　足柄上病院経営企画課 （☎83－0351）

ふかさわ こずえ

●12日 上下水道使用料（Ｂ地区第２期分）
●31日 固定資産税（第２期分）
 認定こども園保育料（７月分）
 保育園保育料（７月分）
 幼稚園保育料（７月分）
 放課後児童クラブ負担金（７月分）
 国民健康保険税（第2期分）
 介護保険料（第１期分）
 後期高齢者医療制度保険料（第１期分）
 し尿処理手数料（第１期分）
 町設置型浄化槽使用料（５・６月分）
 町営住宅使用料（７月分）

今月の納期

公益財団法人 神奈川県市町村振興協会


