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山北町産業まつりのお知らせ
　町では、町内産業を広く紹介するとともに、イ
ベントなどを通じて産業に従事する人たちと交流
を深め、町内産業の振興を図ることを目的に「山
北町産業まつり」を開催します。

日　時　11月23日（土・祝）9：30～15：00
場　所　健康福祉センター駐車場・山北鉄道公園
内　容　・農産物、特産物などの販売
　　　　・新潟県村上市（旧山北町）の海産品などの販売
　　　　・キャラクターショー
　　　　・ソーラン山北
　　　　・山北音頭
　　　　・キッズダンス
　　　　・山北高等学校吹奏楽部演奏
　　　　・D5270の運行
問合せ　農林課農林振興班（☎75－3654）

道の駅「山北」秋の収穫祭
　道の駅「山北」では、秋の収穫祭を開催します。
地場産の新鮮野菜・果物など、たくさん揃えてお
待ちしています。皆さんぜひご来店ください。
日　時　11月16日（土）９：00～15：00
内　容　とれたて地場農産物、清水地区産コンニャ

ク芋で作った「味噌おでん」、豚汁、焼
きそば、フランクフルト、とり天の販売

※先着100名に甘酒の無料サービスがあります。
問合せ　道の駅「山北」（☎77－2882）

秋季全国火災予防運動（11月9日～15日）の実施について
　11月９日（土）に足柄上郡５町の消防団と小田
原市消防本部合同の防火パレードを行います。山
北町消防団からは第６分団が開成町と山北町を巡
回する予定です。
　町民の皆さんは、一人ひとりが防火に対する意
識を高め、火災から生命と財産を守りましょう。
　　令和元年度全国統一防火標語
『ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心』

問合せ　総務防災課防災消防班（☎75－3643）

麻しん風しん混合ワクチン予防接種について
　町では、麻しん風しん（MR）混合ワクチンの予
防接種について、接種費用を助成します。
　麻しん（はしか）と風しんの予防接種は、１歳と
小学校就学前の２回受けることになっています。
　まだ接種を受けていないお子さんは、できるだ
け早い時期に医療機関で接種しましょう。
対　　象　山北町に住民登録があり、次の①又は
　　　　　②に該当するお子さん
　　　　　①１歳
　　　　　②小学校就学前の１年間（平成25年４
　　　　　　月２日～平成26年４月１日生まれ）
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属する医療機関
接種回数　①、②それぞれ１回
接種方法　各医療機関に事前にご予約のうえ、接
　　　　　種してください（医療機関によっては
　　　　　予約不要の場合もあります）
※接種される際には母子健康手帳を持参し、保護
　者同伴で受けてください。
問 合 せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

国道246号夜間全面通行止めのお知らせ
　一般国道246号、山北・谷峨バイパスにおいて、
集中工事を行うため夜間全面通行止めとなります
ので、県道76号に迂回をお願いします。ご不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

通行止日時　11月12日（火）21：00～翌朝６：00
　　　　　【予備日】11月13日（水）、14日（木）
場　　所　山北・谷峨バイパス
　　　　　（安戸交差点～谷峨駅入口交差点）
迂 回 路　県道76号
※特殊車両は、通行しにくい箇所がありますので
　ご注意ください。
問 合 せ　国土交通省横浜国道事務所厚木出張所
　　　　　（☎046－221－0004）
　　　　　東京鋪装工業株式会社松田ベース
　　　　　（☎46－6506）
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ＹＫＡ健康ウォーキングの参加募集
月　日　11月19日（火）※雨天中止。
行き先　足柄古道（小山町）
集　合　山北駅北口　８：30
費　用　会員の方 840円 （交通費）
　　　　新規入会の方 1,840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、健康保険証など
申込み　11月15日（金）期　限
問合せ　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）申込み

山北町プレミアム付商品券の引換は
お済みですか？

　申請された方にはプレミアム付商品券の引換券
を送付しましたが、まだ引換がお済みでない方で
プレミアム付商品券の購入を希望される方は、お
早めにお願いします。
　なお、プレミアム付商品券の使用できる期間は
令和２年２月29日（土）までです。

引換期限　１月31日（金）
引換場所　福祉課、清水・三保支所
必要書類　町から送付された引換券、本人確認書
　　　　　類（健康保険証、運転免許証など）
問 合 せ　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

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付けたり、
親子で交流できるフリースペースを提供しています。

月　　日　11月13日（水）
●午前のかふぇ
時　　間　10：00～12：30
対　　象　子育て中のパパ・ママ
●あかちゃんひろば　かふぇ
時　　間　13：30～15：00
対　　象　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。
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高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ
　町では、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にかかる費用の一部を助成しています。
対　　象　町内に住民登録があり、令和２年３月31日までに次の①～⑤いずれかに該当する方

精神保健福祉普及講演会のお知らせ
上手な老い活！～これを知って元気ハツラツ～
　誰もが迎える「高齢期にある気持ち（こころ）の
浮き沈み」についてや、「年をとるといいな」と思
える「上手な年のとり方」へのこころの持ち方、対
応をお伝えします。上手な老い活でメンタルUP、
元気ハツラツになりませんか？ご家族の方や地域
の支援者の方のご参加もお待ちしています。

講　　師　医療法人弘徳会　愛光病院
　　　　　桑原　寛　医師（精神科医）
日　　時　11月26日（火）14：00～16：00
会　　場　南足柄市りんどう会館３階　大会議室
申込み期限　11月20日（水）
問 合 せ　小田原保健福祉事務所足柄上センター
申 込 み　保健予防課（☎83－5111（代表）内線434）

お

くわばら ひろし

かつ

※②、③、④の対象となる方で、すでに高齢者肺炎
球菌ワクチン（23価肺炎球菌きょう膜ポリサッ
カライド）の接種を受けたことがある方は対象
外となります。
接種期限　令和２年３月31日（火）
接種場所　足柄上医師会及び小田原医師会に属す

る医療機関（その他の医療機関をご希
望の方は、お問合せください）

接種回数　５年に１回
自己負担額　3,000円
※生活保護受給者及び中国残留邦人など支援給付
受給者は無料です。受給していることがわかる
ものを申請時に提示してください。

申込み方法　健康福祉センター窓口又は電話にて事
　　　　　前にお申込みください
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

昭和20年４月１日以前に生まれた方
昭和24年４月２日～昭和25年４月１日生まれの方
昭和29年４月２日～昭和30年４月１日生まれの方
心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
有し、身体障害者手帳１級に相当する方
心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいを
有し、身体障害者手帳１級に相当する方

①75歳以上
②70歳
③65歳

④満60歳以上65歳未満

⑤満66歳以上75歳未満



第38回青色申告「小学生の税の書道展」
公開展示・表彰式のお知らせ

　国税庁で行う税を考える週間（11月11日～17
日）に伴い、第38回小学生の税の書道展公開展示
と表彰式を行います。
【公開展示】
日　　時　11月23日（土・祝）～24日（日）
　　　　　９：30～16：30
場　　所　小田原市民会館３階　小ホール
対　　象　特選・金賞・銀賞・銅賞の作品（1,243点）
【表 彰 式】
日　　時　11月24日（日）
　　　　　14：00（受付13：30～）
場　　所　小田原市民会館　大ホール
対　　象　特選・金賞・銀賞・銅賞受賞の児童
応募総数　11,630点
問 合 せ　小田原青色申告会事務局（☎24－2611）

認知症サポーター養成講座を開催します
　認知症は誰にでもおこりうる身近な病気です。
山北町では認知症になっても安心してくらせるま
ちづくりを目指して、認知症を正しく理解し、認
知症の方やその家族を地域で温かく見守り支援す
る「認知症サポーター」の養成講座を開催します。
日　　時　12月11日（水）13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター２階 202・203会議室
対　　象　町内在住・在学・在勤の方
持 ち 物　筆記用具
定　　員　25名 ※参加費無料。
申込み期限　12月10日(火)
申込み方法　平日８：30～17：00の間に電話にて申込み
問 合 せ　山北町地域包括支援センター
申 込 み　（☎75－1941）

ステップアップ勉強会
　事業者の皆さんや起業を考えている方々を対象
に、「経営の『攻め』と『守り』を磨く　ステップアッ
プ勉強会」を開催します！
月　　日　12月６日（金）
時　　間　①14：00～16：00（丹沢湖記念館）
場　　所　②18：30～20：30（山北町商工会館）
※①②は同じ内容です。
問合せ申込み　山北町商工会（☎76－3451）

河村新城跡見学会参加者募集
月　　日　11月30日（土）※雨天実施。
※荒天の場合は12月１日（日）に順延。
時　　間　午前の部 9：30～12：30
　　　　　午後の部 13：00～16：00
定　　員　100名（午前50名・午後50名）
申込み方法　メール又は往復はがきに住所・氏名・電話

番号と午前の部・午後の部どちらを見学
希望するか明記してください。どちらでも
可能な場合はその旨記入をお願いします

※応募多数の場合は抽選となります。抽選結果・集合場所
などについてはメール又は往復はがきにて返信します。
応募締切　11月20日（水）（当日消印有効）
問 合 せ　〒232-0033  横浜市南区中村町3-191-1
申 込 み　公益財団法人かながわ考古学財団
　　　　　（☎045－252－8689）（9:00～17:15）
　　　　　（メール　fukyu@kaf.or.jp）

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　11月20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）

弁護士による無料法律相談会
　土地に関する問題、家賃の不払い、多重債務、
離婚・離縁、遺言状の作成、給料の未払いなどで
お困りの方は、この機会にぜひ一度ご相談くださ
い。今回の相談会は、神奈川県弁護士会所属の弁
護士が、無料で相談をお受けします。
日　　時　11月22日（金）13：00～16：00
※予約制で、相談者１人につき20～30分の相談となります。
受付場所　役場４階　402会議室
定　　員　５名（定員になり次第、締切り）
申込み期間　11月５日（火）～15日（金）
　　　　　（土・日曜日を除く８：30～17：15）
申込み方法　総務防災課庶務班へ直接又は電話にて
　　　　　お申込みください
問合せ申込み　総務防災課庶務班（☎75－3643）

❸

Second 20th Anniversary
～次の20年へ！盛り上げよう山北～
　今年度40歳を迎える方を対象に、ふるさと山北町
で２回目の成人式（同窓会）を開催します。40歳の
節目を、懐かしい仲間やお世話になっ
た先生方と祝い、語らいあいましょう！
対象の方のご家族からもお声掛けいた
だきますようご協力をお願いいたします。
日　時　令和２年１月18日（土）15：00～19：00
場　所　生涯学習センター１階　多目的ホール 
対　象　清水中、三保中、山北中を卒業した昭和
　　　　54年４月～昭和55年３月生まれの方
出欠確認　LINEアプリ・往復はがきで実施中
※LINEアプリの対象グループへのアクセスは上の
　画像を読み取ってください（承認制）。
主　催　山北町セカンド成人式実行委員会 
後　援　山北町・山北町教育委員会
問合せ　実行委員長　石塚　真二（☎090－1660－7199）

いしづか しん じ



「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班
（☎７５－０８２２）

「2019あしがらアートの森」を開催します
日　時　11月10日（日）、16日（土）、17日（日）
　　　　10：00～16：00
場　所　旧南足柄市立北足柄中学校
内　容　・「あしがらアートの森・絵画展」
　　　　・森のワークショップ（30種類以上）
　　　　　（各コーナー参加費がかかります）
問合せ　NPO法人あしがらアートの森
　　　　中野（☎090－5761－5548）

お詫びと訂正
　おしらせ版10月16日号３ページ「学校閉庁日に
ついて」中、閉庁日に誤りがありました。
　お詫びして訂正させていただきます。
【正】12月27日（金）、28日（土）
【誤】12月26日（木）、27日（金）

❹

月　　日
受付時間
場　　所
対　　象
持 ち 物

11月15日（金）
13：00～13：15
健康福祉センター１階　多目的室１
平成29年９～11月生まれの幼児
母子健康手帳、お子さんの歯ブラシ、問診票

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。

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。

11月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査

今月の納期
●11日　　
　上下水道使用料（Ｂ地区第４期分）

《人権行政相談》
11月20日（水）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）

キッズカーニバルを開催します
日　　時　11月23日（土・祝）10：00～14：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　乳幼児～就学前のお子さんとその家族

【事前予約コーナーについて】
対　　象　町内在住の方
申込み期間　11月１日（金）～15日（金）
申込み方法　健康福祉センター窓口へ直接又は電話
　　　　　にてお申込みください
【絵本のリサイクル回収について】
　自宅で読まなくなった絵本などがありましたらお持ちください。
回収期間　11月１日（金）～15日（金）
回収方法　健康福祉センター窓口まで直接お持ちください
※汚れや傷みのひどいものは回収できない場合があります。
問合せ申込み　保険健康課健康づくり班（☎75－0822）

自由参加コーナー（内容は変更する場合があります）
小麦粉粘土・ボールプール・センサリーバッ
グトイ体験・子育て応援マッサージ（成人対象、
託児あり）・子育て支援情報掲示　など

対象年齢（目安）

３歳以上（就学前）
各回先着12組

１歳以上（就学前）
先着24名

2～ 4歳
先着10組

事前予約コーナー
①親子クッキング
　「ヨーグルトパンづくり」
（10：10～11：00）
 （12：40～13：30）

②歯科検診
　フッ素塗布（無料）
（10：30～11：30）

③「幼児体操じゃんぷキッズミニ」
（11：15～11：45）

混声合唱「みんなでハーモニー」１st.
コンサートを開催します

　みんなでハーモニーは西丹沢の山開きにて「丹
沢讃歌を歌う会」として、2006年に発足した団体
です。13年間の活動を振り返り、渾身のプログラ
ムで演奏します。どうぞお誘い合わせの上お気軽
にお越しください。

日　時　11月17日（日）14：00開演　※入場無料。
場　所　山北町生涯学習センター　多目的ホール
内　容　混声合唱曲 「丹沢讃歌」「大地讃頌」
 「いのちの歌」「群青」
　　　　ミュージカル 「マイ・フェア・レディー」より
後　援　山北町教育委員会
問合せ　みんなでハーモニー事務局　山崎（☎75－0783）

さんしょう


