
山北町統一美化クリーンキャンペーン
　町では、丹沢大山クリーンピア21主催のクリー
ンキャンペーンに合わせ、町内全域で統一美化ク
リーンキャンペーンを連合自治会ごとに開催します。
　散乱ゴミや不法投棄のない美しい町づくりのた
め、皆さんの参加をお願いします。

日　　時　10月20日（日）※小雨決行。
※各地区指定の時間及び場所に集合してください。
メイン会場　三保小学校　9：00　
内　　容　・散乱ゴミの一斉清掃
　　　　　・不法投棄パトロール
問 合 せ　環境課生活環境班（☎75－3656）
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やまきた夕市を開催します
～鉄道の日記念～

日　時　10月13日（日）11：00～16：00
※小雨決行。（一部内容を変更することがあります。）
場　所　山北駅前商店街
内　容　ワゴンセール、ガラガラ抽選会、菓子まき
　　　　さんま大祭、金魚プレゼント、町外出店者ほか
※山北町商工会館から山北駅までの間の町道は、
車両通行止めとなります。ご来場には、電車や
バスをご利用ください。
問合せ　やまきた夕市実行委員会事務局
　　　　山北町商工会（☎76－3451）

山北町立認定こども園・保育園の運営は、令和元年度電源立地地域対策交付金を活用しています。

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202号室　3LDK（72.23㎡）
家　　賃　56,000～70,000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　10月８日（火）～21日（月）
　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
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。
※書類選考後、入居申込者が多数の場合、公開抽
　選を行います。
入居可能時期　11月下旬（予定）

問合せ申込み　定住対策課定住対策班（☎75－3650）

令和2年度　幼稚園・保育園・認定こども園の入園説明会
　令和２年４月から幼稚園・保育園・認定こども園に入園を希望される方への説明会を開催します。参加
申込みは不要ですので、直接お越しください。
　なお、教育課程３歳～５歳の場合の通園区域の設定はなくなりました。希望する園の説明会にご出席ください。

問合せ　幼稚園については、学校教育課教育班（☎75－3648）
　　　　保育園・認定こども園については、福祉課子ども支援班（☎75－3644）

教育　３歳～５歳
保育　２か月～５歳
保育　２か月～５歳

教育　３歳～５歳

入園対象児

やまきたこども園

向原保育園
岸 幼 稚 園
三保幼稚園

対象園名

13：30から
（受付13：00から）

14：30から
（受付14：00から）

時　　間

10月25日
（金）

月　日 場　　所

生涯学習センター
３階　視聴覚ホール
（２階和室で託児実施）



河村城跡と室生神社の流鏑馬見学ツアー
参加者募集

月　日　11月３日（日・祝）
集　合　山北駅北口　９：45
行き先　山北駅北口⇒鉄道公園⇒盛扇寺⇒河村城
　　　　址歴史公園⇒八幡神社⇒室生神社
費　用　500円（資料、傷害保険代）
申込み　10月25日（金）までに、電話にてお申込
　　　　みください
主　催　足柄観光ガイドの会
問合せ　事務局　高橋（☎090－7700－9489）

10月1日は「浄化槽の日」
　浄化槽は、トイレの水や生活排水の汚れを微生
物の働きできれいにする装置ですが、管理を怠る
と、放流水質の悪化や悪臭にもつながります。浄
化槽を適正に管理するために、定期的な保守点検
と年１回以上の清掃、年１回の法定検査が義務付
けられています。水源環境の保全のためにも、浄
化槽の適正な維持管理をお願いします。
問合せ　上下水道課管理班（☎75－3645）
　　　　環境課生活環境班（☎75－3656）

社会保険労務士無料相談会
日　時　10月14日（月・祝）10：00～16：00
場　所　ハルネ小田原うめまる広場　及び　JR小田

原駅ビル東口２階  二宮金次郎像前広場
内　容　・労働問題（労働時間、賃金、雇用、労災、安全衛生）
　　　　・社会保険（健康保険、年金）など
問合せ　神奈川県社会保険労務士会小田原支部
　　　　小島（☎36－4149）

無料法律相談会
　かながわパブリック法律事務所所属の弁護士
が、相続、お金の貸し借り、交通事故、職場での
トラブルなど、日常生活のお悩みに関する相談を
受け、解決に向けたアドバイスをします。

日　　時　10月29日（火）13:00～17:00
場　　所　南足柄市役所市民相談室（議会棟１階）
対　　象　南足柄市及び足柄上郡５町に在住・在
　　　　　勤・在学の方８人（相談時間は１人30分）
申込み方法　10月24日（木）までに、電話にてお申
　　　　　込みください
問合せ申込み　南足柄市市民相談室（☎73－8004）

森林セラピー体験ツアー  参加者募集
「晩秋の西丹沢で清流めぐりと紅葉狩りプラン」
日　時　11月10日（日）９：50～15：30
場　所　「西丹沢コース」 
集　合　西丹沢ビジターセンター
※健康福祉センターから集合場所まで送迎します。（要事前申込）
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　電話にてお申込みください
※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）

町民文化祭展示作品募集
　11月２日（土）から４日（月・祝）まで開催す
る町民文化祭の展示作品を募集します。

対　　象　町内に在住・在勤の方
部　　門　絵画、書、写真、手工芸など
搬　　入　10月26日（土）10：00～16：00
※事前の申込みは不要です。直接搬入してください。
搬入場所　生涯学習センター３階　美術工芸室
搬　　出　11月４日（月・祝）15：10～17：15
問 合 せ　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

❷

山北町議会おしゃべりCafeを開催します
　町議会では、皆さまとの意見交換会の場を増やす
ことを目的に「おしゃべりCafe」をオープンします。
　気軽にお立ち寄りいただき、皆さまの声をお聞
かせください。

問合せ　議会事務局議事班（☎75－3653）

場　所
小田原百貨店山北店

（イートインコーナー付近）
健康福祉センター

（ともしびショップ付近）
小田原百貨店山北店

（イートインコーナー付近）

時　間
13：30～
16：00

13：30～
15：30

13：30～
16：00

開催日
10月20日
（日）
11月20日
（水）
12月20日
（金）

町民文化祭俳句大会のご案内
　どなたでもご参加いただけますので、一句読んでみませんか？

日　時　10月19日（土）13：00～17：00
場　所　生涯学習センター　第１会議室
投句料　500円（資料代）　※事前申込み不要。
季　題　暮れの秋・花野
主　催　山北町俳句協会
問合せ　中山　妙子（☎75－0154　金子方）

なかやま たえ こ



町の史跡巡りウォーキング参加者募集
　元気で健康を楽しむ会（楽健会）主催の町の史
跡巡りウォーキングを開催します。楽しくウォー
キングしませんか。

日　　時  10月31日（木）９：15～14：15頃
※雨天時は行程を一部変更して決行します。
行 き 先　新東名工事現場、つぶらの公園、史跡
　　　　　（砦跡、地蔵堂）
集　　合　山北町役場駐車場　９：15集合
定　　員　20名
費　　用　300円（交通費、資料代）
持 ち 物　弁当、飲み物、タオル、帽子、雨具、
　　　　　敷物　など
申込み方法　10月18日（金）までに健康福祉センター
　　　　　窓口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）

「子育て支援センター」から
●あかちゃんひろば　かふぇ　
日　時　10月９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）
●午後のかふぇ
日　時　10月25日（金）12：30～15：00
対　象　子育て中のパパ・ママ
※予約不要・無料です。
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。

教育委員会とフリースクールなどによる
不登校相談会・進路情報説明会
　学校とフリースクールなどとの連携推進事業の
一環として、教育委員会とフリースクールなどが
連携・協働し、不登校で悩む児童・生徒や保護者
を対象に相談会を行います。また、不登校で悩む
生徒や高校中退者及びその保護者に進路の見通し
が持てるよう情報提供を行い、一人ひとりの自立
や学校生活の再開に向けた支援を行います。

日　時　10月20日(日)　
　　　　13：00～16：30（受付12：30～16：00）
場　所　小田原合同庁舎３階ほか（小田原市荻窪350-1）
内　容　・フリースクールなどの紹介　
　　　　・個別相談会及び進路情報の提供　など
※参加費無料・事前申込みは不要です。
問合せ　神奈川県教育委員会教育局支援部
　　　　子ども教育支援課小中学校生徒指導グループ
　　　　（☎045－210－8292　FAX045－210－8937）

神奈川県主催事業 子育て支援員研修（第4期）
日　程　12月10日（火）～令和２年１月24日（金）
　　　　（全１～８回）
場　所　横浜市技能文化会館　ほか
内　容　子育て支援員に必要な知識の習得（６コース）
対　象　県内で保育や子育て支援分野に従事する
　　　　方・従事を希望する方 
　　　　各コース20～100名
費　用　1,000～2,444円
申込み期間　10月１日（火）～31日（木）
※詳細は次のホームページにてご確認ください。
問合せ　（株）ポピンズ　（☎03－3447－5826）
　　　　（https : //poppins-education.jp/kosod
　　　　 ateshien_kanagawa/）

❸

令和元年度　保健医療セミナーを開催します
　足柄上医師会では、保健医療セミナーを無料で開催します。ぜひご参加ください。

時　間　①13：30～14：30　②14：30～15：30　　場　所　足柄上合同庁舎　本館５階　西側会議室　
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

【第１回】
10月23日
（水）

①がん予防でいちばん大事なこと
　～今までの役割、みらいへの期待2019～
　（県立がんセンター　成松　宏人　氏）
②あたらしく始まった胃がん内視鏡検診について

（足柄上病院　國司　洋佑　氏）

なりまつ ひろ と

ようすけくに し

【第３回】
10月30日
（水）

①脳を視る～アルツハイマー病のPET画像検査～
　（小田原保健福祉事務所足柄上センター

渡邉　直行　氏）
②こころの健康（メンタルヘルス）について
　～ストレスチェック制度・マインドフルネス・ストレス対応力（SOC）～

（足柄上病院　堀口　一弘　氏）

わたなべ なおゆき

かずひろほりぐち

【第２回】
10月24日
（木）

①健康食品・サプリメントとの上手な付き合い方
　（小田原薬剤師会 きずな薬局　井原　淑子　氏）
②お口の衰えは全身の衰えのはじまり
　～オーラルフレイルとは？～
　（横浜市立大学附属病院・足柄上病院

大橋　伸英　氏）

い はら よし こ

のぶひでおおはし

【第４回】
10月31日
（木）

たかがき しげ こ

①帯状疱疹
　（足柄上病院　北川　太郎　氏）

②浅い呼吸とさようなら！　～コアの筋肉を鍛
えて、深い呼吸でこころ＆からだ元気度アップ！～
（かながわ健康財団　健康運動指導士

高垣　茂子　氏）

きたがわ た ろう



こどもたちのしあわせのために
～里親制度をご存知ですか～

　さまざまな事情により家庭で生活できなくなった子どものため
に里親の家庭を提供し、あたたかい愛情と理解をもって育てて
頂き、子どもが「心身ともに健やかに育つ権利」を守る制度です。
＜里親制度には次のような活動があります＞
○長期委託
　子どもとの養子縁組をせずに長期間の養育を目的とした委託
○緊急一時保護委託
　家庭での養育が一時的に困難となった子どもの養育を目的とした委託
○３日里親
　施設で暮らしている子どもの家庭体験を目的とした活動
＜里親講座のお知らせ＞
日　時　10月25日（金）10：00～12：00
場　所　児童養護施設ゆりかご園
内　容　里親制度説明、里親体験談
申込み　小田原児童相談所（☎32－8000）までお
　　　　電話にてお申込みください
問合せ　社会福祉法人 箱根恵明学園（☎0460－82－2861）
　　　　小田原児童相談所（☎32－8000）
　　　　福祉課子ども支援班（☎75－3644）

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　10月16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）

～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。
※服薬されている方は、お薬の名前が分かるものを
お持ちください。ご不明な点はお問合せください。

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）

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
費　　用
持 ち 物

10月15日（火）
９：00～９：15
健康福祉センター２階　多目的室２
平成30年８～10月生まれの幼児
150円
母子健康手帳、問診票、お子さんの歯ブラシ

１歳児歯科教室
　歯科相談・栄養相談といくみ会により１歳児向
けの食事を提供します。

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
※お誕生前健診票は個別に郵送します。

10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

10月29日（火）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
令和元年６～７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
●10日　　　
　上下水道使用料（A地区第４期分）　　
●31日
　町県民税（第３期分）
　認定こども園・保育園・幼稚園保育料（10月分）
　放課後児童クラブ負担金（10月分）
　国民健康保険税（第５期分）
　介護保険料（第４期分）
　後期高齢者医療制度保険料（第４期分）
　し尿処理手数料（第２期分）
　町営住宅使用料（10月分）

月　　日
受付時間
場　　所

相談内容

10月21日（月）
13：00～16：00
役場３階　301会議室
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

人権行政相談

※10月７日（月）～13日（日）の行政相談週間に
　伴い、通常より１時間延長します。
問 合 せ　総務防災課庶務班（☎75－3643）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

実施日
10月17日
（木）

場　所
役場西側
駐車場

時　間
10：00～12：00
13：15～16：00

性　別
男　性
女　性

体　重

50kg以上

年　齢
17～69歳
18～69歳

献血が
できる方


