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　本号に掲載している内容については、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、延期や中止となる場
合があります。最新情報については町ホームページからご確認いただくか、担当課にお問い合わせください。

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練を実施します

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に備え、
緊急情報を確実にお伝えするため、全国瞬時警報
システム（ J

ジェイ
－
・

Ａ
ア ラ ー ト
ＬＥＲＴ）の起動確認を目的と

した情報伝達訓練を実施します。
※Ｊ－ＡＬＥＲＴとは、国から送られてくる緊急情報を、

人工衛星などを通じて瞬時に伝達するシステムです。
日　　時　8月10日（水）11：00頃
放送内容　防災行政無線チャイム
　　　　　「これは、Ｊアラートのテストです。」×3回
　　　　　「こちらは、防災山北です。」
　　　　　防災行政無線チャイム
※山北町以外の地域でも、全国的にさまざまな

情報伝達手段で試験が実施されます。
※国民保護のサイレン音は流れません。
問 合 せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

第44回丹沢湖マラソン大会のご案内
開 催 日　11月27日（日）
場　　所　丹沢湖
参加資格　高校生以上の方
種　　目　10㎞コース・特設20㎞コース
参 加 料　6,000円
申込み開始　8月4日（木）
申込み期限　郵便振替　　　9月 5日（月）
　　　　　インターネット9月19日（月・祝）
※詳しくは、大会ホームページをご参照ください。
※新型コロナウイルス感染防止対策を講じて開催します。
申込み方法　専用の用紙で郵便振替、大会公式ホーム

ページ又はRUNNETからお申込みください。
問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班　
　　　　　（☎75－3649）

やまきた駅前朝市（毎月第1日曜日）
　多数の出店を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7日（日）※小雨決行、荒天中止。
　　　　　第1部　7：00～ 8：30
※新型コロナウイルス感染防止対策として、第１

部のみ実施します。
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、雑貨などを販売
イベント　ガラガラ抽選会
問 合 せ　やまきた駅前朝市実行委員会
　　　　　石田（☎090－3211－7616）

町民文化祭の一般参加者を募集します
開催月日　展示：11月2日（水）～4日（金）
　　　　　芸能：11月13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分程度の発表
申込み期間　8月3日（水）～19日（金）
※休館日を除く。 
問合せ申込み　町民文化祭実行委員会事務局
　　　　　（生涯学習センター内）（☎75－3131）

日々の食料品、日用生活品などの購入にお困りの方へ
　町では、NPO法人報徳食品支援センターと協力
し、「仕事をやめた」、「収入が大幅に減少した」など
の理由により、食料品や生理用品など生活必需品の
購入が困難になったご家庭を支援しています。お困り
の方がいましたらご相談ください。

※食料については、原則その場でお渡しします。
※事前申請は不要ですが、生活が困窮するに至っ

た経緯や抱えている問題などをお聞かせくださ
い。必要に応じて、今後の支援も併せて行いま
す。相談はプライバシーに配慮した場所でお伺
いし、秘密は守られますのでご安心ください。

問合せ受付先　福祉課福祉推進班（☎75－3644）相談・予約・割引を騙る悪質なサイトにご注意ください
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介護の仕事をしてみたい方へ 
「求職者と介護業界のマッチング支援事業」のご案内

　神奈川県では、介護資格を未取得で介護分野へ早期就労を希望する方と、介護施設などとのマッチン
グを行っています。マッチングが成立した施設などへ派遣するとともに、派遣期間中に介護職員初任者
研修を無料で受講していただき、派遣期間終了後の直接雇用へつなげる支援をします。

問合せ　神奈川県介護人材マッチング事業事務局（（株）シグマスタッフ内）（☎044－741－1835）
　　　　神奈川県地域福祉課福祉介護人材グループ（☎045－210－4755）

❷

敬老祝金（山北町商品券）の
有効期限が近づいています

　令和3年度に敬老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（水）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、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）

第41回青色申告「小学生の税の書道展」作品募集
　小田原青色申告会主催「小学生の税の書道展」
は、税務署・県税事務所・県西地域2市8町、個
人事業主や企業など、多くの皆さんの後援を受け
て、今年で41回目の開催となります。応募者全員
に参加賞もありますので、ぜひご応募ください。

対　　象　小学生
応募締切　9月1日（木）
応募方法　各小学校に配付した台紙に作品を貼っ

て、学校へ提出してください
問 合 せ　青色申告会事務局（☎24－2613）

介護予防事業　ブナの木塾
（高齢者向け体操教室）開催のお知らせ
　誰でも年齢を重ねればだんだんと足腰が弱く
なっていくもの…。普段からの運動が大切という
ことは理解していてもなかなか続かない…。この
機会に運動習慣を身につけてみませんか。

月　　日　9月13日～12月20日の毎週火曜日
※11月22日（火）を除く（全14回）。
時　　間　13：30～15：00
場　　所　健康福祉センター
対　　象　町内在住で65歳以上の方
内　　容　ストレッチや筋力アップを兼ねた体操
※9月と12月に体力測定を実施します。
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの

着用などをお願いします。
定　　員　20名
※応募者多数の場合は抽選となります。
利 用 料　1回200円（最終日にまとめて集金します）
申込み期限　8月16日（火）

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

フレイル予防講演会（フレイル・キッ
クオフセミナー）開催のお知らせ

　健康長寿のカギはフレイル（虚弱）予防！「フ
レイル」って何？いつまでも元気で過ごしたい！
という方、ぜひご参加ください。

日　　時　8月26日（金）13：30～15：30
講　　師　東京大学高齢社会総合研究機構長
　　　　　未来ビジョン研究センター教授
　　　　　飯

いいじま
島　勝

かつ
矢
や

氏
場　　所　生涯学習センター3階　視聴覚ホール
対　　象　町内在住の方
定　　員　50名（先着順）
※新型コロナウイルス感染防止のため、マスクの

着用などをお願いします。
参 加 費　無料　
申込み期限　8月24日（水）

問合せ申込み　保険健康課保険年金班（☎75－3642）

足柄歯科衛生士会入会のお誘い
　当会の活動に興味、関心を持たれた方や現在休職
中の歯科衛生士さん！一緒にお仕事しませんか？

【主な仕事内容】
・乳幼児検診

乳幼児歯科相談や歯科検診補助、指導、予防処
置などを行います。

・足柄歯科医師会事業協力
「歯と口の健康週間事業」や障がい者歯科検
診、年末年始休日急患診療の補助などに参加、
協力します。

・歯科保健指導
小学校、幼稚園での歯みがき指導や、地域、施
設などでの健

けん
口
こう

教室などを行います。
・勉強会、研修
　講師を招いて年2回勉強会を行っています。

問合せ　足柄歯科医師会地域医療連携室
　　　　（☎74－4185）（平日10：00～16:00）



❸

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18日（木）～20日（土）
　　　　9：00～17：00（20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）

山北町生涯学習支援者バンクのご案内
　町では、皆さんの生涯学習活動がより幅広く有意義なものになることを目的として、「生涯学習支援者バンク」
を設置しています。ご自身の趣味や知識、経験、技術を役立てたいとお考えの方に支援者としてご登録いただ
き、利用者に向けて、支援内容や連絡先などを役場窓口や町ホームページで公開しています。

支援内容　ヨガ、ピラティス、親子体操、ソーラン山北、ダンス、三味線、大正琴、尺八、
　　　　　オカリナ、俳句、民謡、詩吟、日本舞踊、茶道、押し花、和紙人形、洋裁
※支援者バンクに登録したいとお考えの方も随時
　募集しておりますので、町ホームページをご覧
　ください（右の画像からアクセスできます）。
※令和4年7月現在の内容です。

問 合 せ　生涯学習課生涯学習スポーツ班
　　　　　（☎75－3649）

アクティブ交番配備日の変更のお知らせ
　夏季期間は、アクティブ交番の配備の曜日が次
のとおり変更となり、金・土・日曜日、祝日の配
備がなくなります。ご不便をおかけしますが、ご
理解、ご協力をお願いします。

変更期間　9月30日（金）まで
配備曜日　月曜日～木曜日
配備時間　 9：30～11：30　山北町役場駐車場
　　　　　13：30～14：30　山北駅ロータリー付近
　　　　　14：30～15：30　川村小学校下岸側交差点付近
※川村小学校の夏休み期間中は、川村小学校下に

は配備せず、山北駅ロータリー付近で15：30
までの配備となります。

問 合 せ　地域防災課防災安全班（☎75－3643）

令和4年度やまぶき学級の参加者を募集します
　この事業は、生涯学習として「健康で明るく生きがいをもって社会を生きる。」ことを目的に開催し
ます。どなたでも参加できますので、ぜひお申込みください。
NO 日時・場所 学習課題 学習形態 講　　師

1 10月7日（金）13：30～15：00
生涯学習センター1階 多目的ホール

開講式
心の健康対策事業

「しなやかな心と体づく
りのための健康体操」

＜開講式＞
実　技

神奈川健康財団
健康運動指導士

2 10月14日（金）13：30～15：00
生涯学習センター3階 視聴覚ホール かながわの人権課題 講　演

社会教育指導員
水
み ず の

野　博
ひろふみ

文　氏

3 10月21日（金）13：30～15：00
生涯学習センター3階 視聴覚ホール

長い老後をよりよく過ご
すための「老い支度」 講　演

C.S株式会社 湘南江の島
クリニックケアプランセンター

代表取締役
今
い ま だ

田　義
よし

昭
あき

　氏

4 10月28日（金）13：30～15：30
生涯学習センター3階 視聴覚ホール

出前寄席
（落語、ウクレレ歌謡漫談）

閉講式
鑑　賞

＜閉講式＞
落語集団

「雀の会」会員

※今年度も新型コロナウイルス感染防止のため施設見学を実施せず、定員を50名とします。
参　加　費　無料
申込み期限　9月9日（金）
問合せ申込み　山北町社会福祉協議会（☎75－1294）

交通指導隊員を募集します
　町では、町民の交通安全指導に携わる交通指導
隊員を募集しています。
応募資格　町内在住の20歳以上50歳未満の方　
※男女は問いません。
募集人員　1名（定員になり次第受付終了）
職務内容　交通安全指導、各種行事の交通整理
問合せ申込み　地域防災課防災安全班（☎75－3643）



3か月児健康診査 ※個別健康診査
日　　時　平日12：00～12：45（水曜日を除く）
場　　所　樹こどもクリニック
　　　　　（開成町吉田島4320－2）
対　　象　生後3か月～4か月の乳児

持 ち 物
　母子健康手帳、問診票、子育てアンケート

　　　　　※問診票、子育てアンケートは個別に郵
送します。

8月のお誕生前健康診査 ※個別健康診査
日　　時 医療機関にお問い合わせください
場　　所 足柄上地域、小田原市の医療機関など
対　　象 生後10か月～11か月の乳児
　　　　　※満1歳の誕生日前日まで。
持 ち 物 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。

ぴよぴよ教室
日　　時　8月30日（火）10：00～11：30（受付9：40～）
場　　所　健康福祉センター2階　多目的室2
　　　　　令和4年1月～2月生まれの乳児とその
対　　象　保護者
　　　　　※対象の方へ個別に案内を郵送します。
　　　　　3か月健診結果の確認、身体計測、健
内　　容　康・育児相談、栄養相談、絵本の読み
　　　　　聞かせと絵本のプレゼント、ベビー

マッサージ
　　　 母子健康手帳、問診票、健康観察票、

バスタオル、「ブックスタート」絵本
持 ち 物　の申込み書

※問診票、健康観察票、「ブックス
タート」絵本の申込み書は個別に郵
送します。

❹

「健康福祉センター」から
保険健康課健康づくり班

（☎ 75 － 0822）

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。

実施日 時　間 場　所
8月10日
（水）

  9：30、10：15、11：00
※時間予約制。

健康福祉センター
1階　内科診察室

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）

今月の納期限
●1日
　固定資産税（第2期分）
　認定こども園・保育園保育料（7月分）
　幼稚園延長保育料（6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）
　町設置型浄化槽使用料（5・6月分）
　し尿処理手数料（第1期分）
　町営住宅使用料（7月分）

●10日
　上下水道使用料（A地区第3期分）

●31日
　町県民税（第2期分）
　認定こども園・保育園保育料（8月分）
　幼稚園延長保育料（7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）

障がいのある方の歯科検診
　障がいのある方の歯科検診を無料で行います。

日　　時　9月1日（木）13：00～15：00
場　　所　（一社）足柄歯科医師会保健センター

内歯科診療室（南足柄市班目1547）
対　　象　身体・知的・精神に障がいのある方
内　　容　・歯科医師会による検診
　　　　　・足柄歯科衛生士会による歯磨き指導
費　　用　無料
申込み期限　8月19日（金）
申込み方法　福祉課窓口へ直接又は電話にてお申込

みください
問合せ申込み　福祉課福祉推進班（☎75－3644）

人権行政相談
日　　時　8月22日（月）13：00～15：00
場　　所　役場4階　403会議室
※受付は402会議室（403会議室隣）です。
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

※行政に対するお困りごとは、電話でも受付していま
す。「行政苦情110番」へご連絡ください。

連 絡 先　総務省行政苦情110番
　　　　　（☎0570－090110）
問 合 せ　企画総務課総務班（☎75－3651）
　　　　　福祉課福祉推進班（☎75－3644）


