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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。

※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
８月９日
（水）
８月10日
（木）

もえるごみ

もえるごみ

種　別

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　町外からの出店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　８月６日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第１部　７：00～８：30
　　　　　第２部　９：00～11：45
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、パン、花、雑貨
　　　　　などを販売
イベント　第１部　ガラガラ抽選会、つめ放題
　　　　　第２部　ベイブレード大会
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎75－0113）第2回山北町長杯 

パークゴルフ大会のご案内
日　　時　９月22日（金）９：00～12：00
場　　所　山北町パークゴルフ場
定　　員　100名（町外からの参加も可）
参 加 料　１人1,000円（保険料など含む）
※表彰は優勝から５位、参加賞や飛び賞もあります。
プレー方法　２ラウンド36ホール個人戦（男女別）
申込み期間　８月３日（木）～９月５日（火）
申 込 み　生涯学習課窓口又はパークゴルフ場
方　　法　（水曜日は閉場日）で配付している申込
　　　　　書に必要事項を記入のうえ、参加料を
　　　　　添えてお申込みください
主　　催　山北町、山北町パークゴルフ協会
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）
　　　　　山北町パークゴルフ場（☎75－3789）

敬老祝金品（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　平成28年度敬老のつどいの祝金品として配付した
山北町商品券の有効期限は、８月31日（木）までです。
　例年、商品券の有効期限が切れて使えなくなっ
てしまう事例が発生していますので、有効期限に
ご注意ください。
　なお、山北町商品券が使用できる商店・事業所
は、祝金品と同封の一覧表をご覧ください。
問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

子育て世帯向け住宅
サンライズやまきたの入居者を募集します
募集住宅　サンライズやまきた（地域優良賃貸住宅）
　　　　　１戸607号室
間 取 り　3LDK（80.22㎡）
家　　賃　63,000円～78,000円
※入居世帯の合計所得により、家賃が決定します。
主な入居資格　①子育て世帯であること（18歳未満の

子どもがいる世帯、新婚（婚姻後概
ね３年以内）や婚約中（概ね１年以
内に婚姻予定）の若年世帯など）

　　　　　②入居者と同居親族の平成28年の合計
所得が月額158,000円以上

　　　　　　487,000円以下の方
　　　　　③町内、町外を問いません
※入居資格の詳細は、定住対策課へお問合せくだ
　さい。

申込み期間　８月14日（月）～８月21日（月）
申込み方法　定住対策課で配付している入居申込書
　　　　　に必要事項を記入し、提出してください
※入居申込書の内容に偽りがあると、入居の取消
　しとなります。
※入居申込者が多数の場合、入居申込者にて抽選
　を行い決定します。
入居可能時期　９月中旬（予定）
問合せ申込み　定住対策課定住対策班
　　　　　（☎75－3650）
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原爆パネル展
～広島、長崎の悲劇を2度と繰り返すことのないように～
核兵器のない平和な世界の実現を！
脱原発をめざし、再生可能なエネルギーを！
みんなで考えよう平和のことを！

日　時　８月24日（木）～26日（土）
　　　　９：00～17：00（26日は15：00まで）
場　所　生涯学習センター１階　ロビー
問合せ　原水爆禁止西さがみ地区協議会
　　　　庄野（☎75－2911）

おやこで食育クッキング
～おうちでハンバーガー屋さん♪～
夏休みの思い出にお子さんとお料理しませんか？
日　　時　８月19日（土）
　　　　　10：00～13：00（受付９：45～）
場　　所　健康福祉センター２階　栄養指導室
対　　象　年長組～小学校３年生までとその保護者
※対象年齢外のお子さんの参加はご相談ください。
※アレルギーをお持ちの方は申込み時にお聞かせください。
内　　容　調理実習と試食
メニュー　まんぷく！ハンバーガー
　　　　　ハニーレモンサラダ
　　　　　ひんやりコーンスープ
　　　　　焼きカレーポテト
定　　員　12組（定員になり次第、締切り）
費　　用　１人300円
持 ち 物　エプロン、三角巾、ハンドタオル、上
　　　　　履き（お子さんのみ）
申込み期間　８月３日（木）～14日（月）
申 込 み　健康福祉センター窓口へ直接又はお電話
方　　法　にてお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

町民文化祭　一般参加者を募集します
開催月日　展示：11月２日（木）～４日（土）
　　　　　芸能：11月12日（日）
場　　所　生涯学習センター
対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　展示：絵画・書・手工芸などの作品展示
　　　　　芸能：町内で活動する個人又は団体で、
　　　　　　　　15分以内の発表
申 込 み　展示：10月28日（土）のみ（直接搬入）
期　　間　芸能：８月10日（木）～８月25日（金）
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
申 込 み　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

斎場臨時駐車場の利用について
　建替工事により、斎場内の駐車場が狭くなるた
め、近接地に臨時駐車場を設けます。臨時駐車場
のご利用には、斎場使用許可証交付時にお渡しす
る駐車券が必要です。
　詳細は、小田原市ホームページをご確認ください。
利用時期　９月上旬～（予定）

山北町還暦式のお知らせ
　昭和32年度に生まれ、今年度還暦を迎え第二の
人生をスタートする町内出身の同級生が一堂に会
し、お祝いとお互い語り合う「山北町還暦式」を
開催します。
　対象者には卒業文集などの名簿をもとに案内状
を送付しますが、現在お住まいでない方には、ご
家族からご連絡していただきますようご協力をお
願いします。

日　時　10月21日（土）
　　　　14：00～16：00（受付13：00から）
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
後　援　山北町
問合せ　山北町還暦式実行委員会
　　　　実行委員長　星野（☎37－2127）
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問 合 せ　小田原市環境保護課（☎33－1486）

小
田
原
南
足
柄
広
域
農
道

至
飯
田
岡

臨
時
駐
車
場
１

臨
時
駐
車
場
２

至南足柄市

♪「第6回絆コンサート」を開催します
　お子さんからシニアまで楽しめるアットホーム
なコンサートです。ご家族お揃いでお越しくださ
い。お待ちしています！
日　時　８月20日（日）開演13：30（開場13：00） 
場　所　生涯学習センター　多目的ホール
曲　目　Butterfly、ふるさとは今もかわらず（コーラス）
　　　　ラストダンスは私に（ウクレレ＆歌）
　　　　情熱大陸（エレクトーンソロ）
　　　　ジ・エンターテイナー（ピアノソロ）
　　　　塔の上のラプンツェルより（トランペッ
　　　　ト＆トロンボーン）ほか
入場料　無料
後　援　山北町教育委員会
問合せ　「コールひまわり」「こえだ倶楽部」事務局
　　　　奥津　明子（☎・FAX 75－1342）

おく つ

そろ

あき こ



森の女子会♪仲秋アロマプラン
日　　時　10月７日（土）9：50～15：00
場　　所　「河村城跡コース」
集　　合　健康福祉センター
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　　昼食（セラピー弁当）アロマ体験
定　　員　女性限定20名（定員になり次第、締切り）

森林セラピー体験ツアー参加者募集

わくわく自然教室に参加しませんか
日　　時　９月９日（土）　※雨天実施。
　　　　　開始９：30（受付９：00～）解散16：00
場　　所　中川バーベキューセンター
内　　容　川遊び、流しそうめんなど
対　　象　町内在住の小学校４～６年生
定　　員　30名（定員になり次第、締切り）
参 加 費　無料（町負担で保険に加入します）
申込期限　８月18日（金）まで
申込み方法　申込書に必要事項を記入し、生涯学習
　　　　　課窓口へ直接又はFAX、メールでお申
　　　　　込みください
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649　FAX76－3661）
　　　　　（メール gakusyu@town.yamakita.kanagawa.jp）

新涼の緑林　箒杉＆大滝　散策プラン
日　　時　９月16 日（土）９：40～15：30
場　　所　「箒杉・大滝コース」
集　　合　箒杉公園
内　　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、
　　　　　昼食（みほ弁）、森のハンモック体験
定　　員　14名（定員になり次第、締切り）

ひざ・腰  楽ちん！ 水中運動継続教室
月　日 ９月 ５日 （火）、19日 （火）
 10月 ３日 （火）、17日 （火）、31日（火）
 11月 14日 （火）、28日 （火）
 12月 12日 （火）、26日 （火）
　　　　平成30年１月９日（火）、23日（火）
　　　　平成30年２月６日（火）
時　間　10：40～11：40（初回は10：00～）
場　所　健康福祉センター ３階　運動浴室
対　象　町内在住で水中運動の経験が少ない成人の方
講　師　健康運動指導士　
費　用　１回800円（参加費、運動浴室・さくらの
　　　　湯利用料）
※お申込みの方へは詳細を別途ご連絡します。
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

❸

今話題の筋膜リリースのお知らせ
　楽健会（元気で健康を楽しむ会）主催の教室で
す。筋膜リリースとは、筋膜のねじれやよじれを
元に戻し、筋と筋膜の伸直性を回復させ、筋肉が
正しく動けるようにすることです。最近、テレビ
番組などで紹介されました。
　会員と楽しくトレーニングしませんか。

日　時　８月20日（日）
　　　　９：30～11：00（受付９：00～）
場　所　健康福祉センター　多目的室１
講　師　日本エン・スポータブル協会認定公認
　　　　スマートコアプログラムインストラクター　宮川　美奈子　氏
定　員　25名（定員になり次第、締切り）
費　用　500円
持ち物　飲み物、タオル、ヨガマット、筆記用具
※ヨガマットのない方は貸出できます。
申込み　８月10日（木）までに健康福祉センター
方　法　窓口へ直接又は電話でお申込みください
問合せ　保険健康課健康づくり班
申込み　（☎75－0822）

みやがわ み　な　こ

大雨災害義援金募金について
　町では、７月５日からの大雨災害被災者救援の
ための義援金の募金を実施しています。皆さまの
あたたかいご協力をお願いします。

募 金 箱　役場１階エントランスホール、清水・
設置場所　三保支所、健康福祉センター、生涯学習
　　　　　センター
実施期限　８月24日（木）まで
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）

※天候などにより、やむを得ず中止・変更となる場合があります。
費　　用　3,000円、町民の方は2,000円（ガイド料、昼食代など）
申込み方法　８月８日（火）から参加申込書により、直接又はFAX、メ－ル、電話にてお申込み下さい
※申込書は、健康福祉センターで配付しています。町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ申込み　山北町森林セラピー運営協議会事務局（健康福祉センター内）（☎75－0822　FAX76－4592　メールkenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）



８月は道路ふれあい月間
８月１０日は「道の日」

　「道路ふれあい月間」、「道の日」は、道路を利
用される皆さんにその役割や重要性を改めて認識
していただき、道路の正しい利用についての意識
を高めていただくために制定されたものです。
　この機会に生活に欠かすことのできない『道』
についてもう一度皆さんで考えてみてください。
　また、道路の管理については、皆さんのご協力
が必要不可欠です。皆さんが気持ちよく通れるよ
うにご協力をお願いします。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

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

８月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

８月18日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター　１階
平成27年６～８月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、お子さんの歯ブラシ

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。

１歳６か月児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

８月22日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター　１階
平成27年12月～平成28年2月生まれの幼児
母子健康手帳、問診票、子育てアン
ケート、お子さんの歯ブラシ

●８月10日（木）
　上下水道使用料（A地区第３期分）
●８月31日（木）
　町県民税（第２期分）
　認定こども園保育料（８月分）
　保育園保育料（８月分）
　幼稚園保育料（８月分）
　放課後児童クラブ負担金（８月分）
　国民健康保険税（第３期分）
　介護保険料（第２期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第２期分）　
　町営住宅使用料（８月分）

今月の納期

問合せ　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

《人権行政相談》
８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）

在宅医療・介護連携支援講演会
地域で生きる～家族とともに最後まで～
日　時　９月８日（金）
　　　　18：30～20：30

場　所　開成町町民センター　３階大会議室

講　師　櫻井　大輔　氏（県立足柄上病院　家族
　　　　支援専門看護師　救急外来看護科長）
※家族支援専門看護師とは、患者や家族が自分自
身の健康をケアする機能を高め、主体的に問題
を解決できるよう身体的・精神的・社会的な側
面から支援する役割を担う専門職です。櫻井氏
は現在、全国で認定されている14人の中のお一
人です。

内　容　「高齢者とともに暮らしている家族や介護
している家族の力を引き出し、家族とと
もに最後まで地域で生きるには」

定　員　150名（先着順）

費　用　無料

申込み　８月25日（金）までに電話でお申込みくだ
方　法　さい

問合せ　足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター
申込み　（☎43－8172）

だいすけさくらい


