
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、児童手当を受給されている方は
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３日（月）～28日（金）
問 合 せ　福祉課子ども支援班（☎75－3644）
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第19回カヌーマラソンIN丹沢湖
　豊かな自然に囲まれた丹沢湖で、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14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20日（木）まで
申込み方法　生涯学習課窓口で配付している申込み

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（https://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。

問合せ申込み　生涯学習課生涯学習スポーツ班（☎75－3649）

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）
　　　　　○403号室： 3LDK（72.23㎡）
 家賃56,000～70,000円
　　　　　○504号室： 2LDK（65.27㎡）
 家賃52,000～65,000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入居者と同居親族の平成30年の月あ
　たりの合計所得が月額158,000円以
　上487,000円以下の方

　　　　　②町内、町外を問いません
　　　　　③同居親族を有する方
　　　　　④18歳未満の子どもがいる世帯、新婚

　や婚約中の若年世帯など
※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　６月10日（月）～21日（金）
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、書類選考後に公開抽
　選を行い決定します。
入居可能時期　７月下旬頃（予定）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

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３日（月）～14日（金）
※認定審査会は７月上旬を予定しています。
申請条件　町の地域資源を活用しているもの
募集品目　加工品・食料品・工芸品など
申請方法　商工観光課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）



川村小学校「学校公開」のお知らせ
日　時　６月15日（土）10：25～12：15
場　所　川村小学校
内　容　３校時 10：40～11：25（各学級教室）
　　　　４校時 11：30～12：15（各学級教室）
※ご都合のよい時間にご来校ください。
※最初に、Ｂ棟昇降口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）

三保小学校「ふれあい学級（学校公開）」のお知らせ
日　時　６月15日（土）11：30～14：40
場　所　三保小学校
内　容　①授業参観 11:30～12:15（各学級教室）
　　　　②ふれあい給食 12:20～13:00（ランチルーム）
　　　　③プール清掃 13:15～14:40
※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）

小・中学校の教科書展示会を
開催します

　教科書展示会は、教科書の適正な採択に役立た
せるため、また、教育関係者の教科書研究の便宜
と、教科書見本の効率的運用を図ることを目的と
して設けられた制度です。
　神奈川県教育委員会では、次のとおり小・中学
校の教科書を展示し、一般の方に公開します。

日　時　６月14日（金）～７月３日（水）
　　　　９：00～17：00（土・日曜日を除く）

場　所　足柄上合同庁舎　本館２階
　　　　県西教育事務所足柄上指導課　教科書センター

展示物　・小学校用教科書
　　　　・中学校用教科書
　　　　・特別支援学校用及び小・中学校特別支
　　　　　援学級用教科書

問合せ　県西教育事務所足柄上指導課　
　　　　（☎83－5111　内線523）

山北つぶらの公園と
山城めぐりバスツアー参加者募集
　戦国時代の小田原北条氏の出城であった、県指
定史跡河村城跡、山北つぶらの公園内の「鐘ヶ塚
砦跡」伝承地、現在発掘調査中の河村新城跡を歴
史解説付きで巡ります。

日　　時　７月６日（土）９：00～15：00
※雨天の場合は７月20日（土）に延期します。

集合・解散　生涯学習センター前

行　　程　河村新城跡⇒山北つぶらの公園（昼食）
　　　　　⇒河村城跡
※昼食・飲み物は各自ご用意ください。

申込み期間　６月３日（月）～ 14日（金）

定　　員　40名（小学生以上、小中学生は保護者同伴）

申込み方法　生涯学習課窓口へ直接又は電話にてお
申込みください

※２名１組での申込みも可能です。
※小中学生は保護者1名につき複数申込み可能です。
※申込者多数の場合は抽選を行い、参加の可否を
　６月21日（金）までに電話でご連絡します。
※発掘調査現場の見学を予定していますので、動
　きやすい服装や靴でご参加ください。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
申 込 み　（☎75－3649）

❷

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。
　令和元年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14日（金）までに福祉
課へ電話でご連絡ください。

対　象
【80歳～88歳】
　昭和5年９月16日～昭和14年9月15日生まれの方
【結婚50年】
　昭和43年9月16日～昭和44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33年9月16日～昭和34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23年9月16日～昭和24年9月15日に結婚し、
　結婚後70年に達する夫妻

※婚姻届による婚姻期間だけではなく、事実上夫
妻として50・60・70年を経過している方も対
象となります。

※記念写真の撮影は、7月26日（金）・27日（土）
の２日間に、健康福祉センター２階会議室で行
います。

問合せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）
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「こどもコンサート2019」
出演団体を募集します！

開催日時　８月24日（土）13：30～17：00
開催場所　生涯学習センター　多目的ホール
参加資格　町内外で子どもを中心に、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（日）
問 合 せ　こどもコンサート2019
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）

ホタル観賞会へのお誘い
　向原滝ホタルの会では、町の財産である「緑と
水」を活かし、ホタルの生息に適した環境づくり
に11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
れたことから、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
してみ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８日（土）19：00～　
※雨天の場合は６月９日（日）に延期します。
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　向原滝ホタルの会　広報　
　　　　小林　秀雄（☎75－0425）

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。
　町民の皆さんも、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。
　なお、ハザードマップは町ホームページからも
　ご覧いただけます。

【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
　　　　総務防災課防災消防班（☎75－3643）
　　　　土砂災害警戒区域に関すること
　　　　都市整備課管理計画班（☎75－3647）

森林セラピー体験ツアー
「初夏の西丹沢と清流めぐり満喫プラン」参加者募集
日　時　６月29日（土）9：50～15：30
場　所　「西丹沢西沢コース」 
集　合　西丹沢ビジターセンター
内　容　セラピーウォーク、ストレス度チェック、

みほ弁（郷土食）、ハンモック体験
※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。
定　員　14名（定員になり次第、締切り）
費　用　3,000円、町民の方2,000円（ガイド料、
　　　　昼食代など）
申込み　参加申込書により、直接又はFAX、メール、
方　法　電話にてお申込み下さい
※参加申込書は、役場又は健康福祉センターで配
布しています。町ホームページからもダウン
ロードできます。

問合せ　山北町森林セラピー運営協議会事務局
申込み　（健康福祉センター内）
　　　　（☎75－0822　FAX76－4592） 
　　　　（メール kenkou-c@town.yamakita.kanagawa.jp）

もの忘れ・認知症相談
（専門医による無料相談）

日　時　６月19日(水)  13：30～
※１人１時間程度。
場　所　足柄上合同庁舎４階　小田原保健福祉事
　　　　務所足柄上センター　保健予防課
内　容　認知症（若年性認知症含む）について不

安や悩みを持つ方やご家族などを対象
に、医療受診の必要性や対応方法につい
て専門医が相談をお受けいたします。

※事前予約制。
申込み　小田原保健福祉事務所足柄上センター　
　　　　保健予防課　（☎83－5111　内線434）

❸
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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19日（水）11：00～
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）

ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　　日　６月18日（火）※雨天中止。
行 き 先　新東名高速道路山北事業ＰＲ館、宮原
　　　　　地区、大蔵野地区
集　　合　山北駅北口　8：40
費　　用　会員の方　380円（交通費）
　　　　　新規入会の方　1,380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
申込み期限　６月14日（金）
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

「子育て支援センター」から
　主に未就学児のお子さんを持つ子育て世代を対
象に、子育てアドバイザーが子育ての相談を受け
たり、親子で交流できるフリースペースを提供し
ています。

あかちゃんひろば
日　時　６月12日（水）　13：30～15：00
対　象　満１歳未満のお子様と保護者
※兄弟・姉妹も参加できます。
※予約は不要です。

午後のかふぇ　
日　時　６月28日（金）  12：30～15：00
対　象　子育て中の保護者
※予約は不要です。
※コーヒー・紅茶などを無料で用意してお待ちし
　ています。

問合せ　山北町子育て支援センター
　　　　（健康福祉センター２階）（☎75－0818）
※詳細はホームページに掲載しています。「山北
　町子育て支援センター」で検索してください。

❹

「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》
６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12日
（水）

9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

時　間

３歳児健康診査
月　　日
受付時間
場　　所
対　　象

持 ち 物

６月11日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成28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
生後10～11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

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25日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成31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

今月の納期
●12日　　　
　上下水道使用料（A地区第２期分）


