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夏の「かいせいクリーンデー」実施 「あしがら花火大会」であなたも
〜町内一斉清掃にご協力ください〜 記念花火を打ち上げてみませんか！
「いつまでも うるおいとせせらぎのあるまち
かいせい 〜みんなで取り組むクリーンデー〜」
自治会ごとに、各地区の水路や公園などの清掃を
行います。皆さんの協力で、ごみのない、住みよい
町にしましょう。
日 程 ７月８日（日）
※雨天の場合、実施の有無を当日朝７時 40 分ごろ
防災行政無線で放送します。
※雨天中止の場合は 15 日（日）に延期します。
問

環境防災課

☎８４−０３１４

ソフトボール教室参加者募集
湘南ベルマーレ厚木女子ソフトボールチーム監
督の安藤美佐子さんを講師にソフトボール教室を
開催します。基本動作から守備、攻撃に至るまでを
指導いただきます。
日 時
７月 18 日(水)
１回目
①19時〜20時
②20時〜21時
８月１日(水)
２回目
①19時〜20時
②20時〜21時
８月 22 日(水)
３回目
①19時〜20時
②20時〜21時
場
講

所
師

対

象

内 容
基本動作
キャッチボール、キャ
ッチボールランなど
守備
グラブの出し方、補球
後のステップなど
攻撃
トスバッティング、打ち
分けバッティングなど

定 員
費 用
持ち物
申込期間
主 催
共 催

文命中学校グラウンド
湘南ベルマーレ厚木女子ソフトボール
チーム監督 安藤美佐子さん
（アトランタ五輪・シドニー五輪代表選手）
①子ども 小学生以上〜中学生以下
②大人
高校生以上
各 20 人(申し込み順)※小学生は保護者同伴
無料
運動できる服装、グローブ(持っている方)
７月２日（月）〜13 日（金）
開成町
開成スポーツパートナーズ

申 問

自治活動応援課

☎８４−０３１５

お子さんが生まれた方、学校（小・中・高・大学
など）に入学された方、結婚された方、新築された
方、還暦（60 歳）を迎えた方、今年慶事を迎えた方、
そのほか家内安全、健康を願う方など、記念に花火
を打ち上げませんか。
慶事ごとにあしがら花火大会のチラシにお名前
を掲載します。
日
場

時
所

８月 25 日（土）20 時〜 雨天順延
酒匂川・川音川合流点
（開成水辺スポーツ公園側）
協賛金 １口 3,000 円からお受けします。
申込方法 各自治会を通じて回覧します。賛同してい
ただける方は、記念花火申込書に記入して
お申し込みください。
協賛金は後日実行委員会で集金に伺います。
問

産業振興課

☎８４−０３１７

町民プールを一般開放
開放期間
開放時間

７月 21 日（土）〜８月 31 日（金）
午前の部 10 時〜12 時
午後の部 13 時〜16 時
【町民プール】
大プール…水深 1.2 メートル(平均)
中プール…水深 0.9 メートル
幼児用プール(円形)…水深 0.6 メートル(平均)
※小学校３年生以下の方は、保護者の同伴が必要
です。
◆７月 30 日(月)〜８月２日(木)は、水泳教室開催
のため午後のみ一般開放となります。
◆８月 31 日(金)は、午前のみの開放となります。
利用される方は、次のことにご注意ください。
・駐車場に限りがありますので、車での来場はご遠
慮ください。
・雨天などで水温が低い場合や、臨時のプール清掃
などで開放できない場合があります。
・おむつが取れていないお子さんの利用はご遠慮く
ださい。
問

自治活動応援課
☎８４−０３１５

開成町南部地区
４号調整池築造工事
従前水田地帯であった南部地区土地区画整理事
業区域が、宅地化されることによって、降雨の際に
河川、水路の急激な増水が懸念されます。増水を防
ぐために、雨水を一時的に貯留する施設（調整池）
を築造します。
今回、新規に築造します４号調整池は、雨水貯留
機能とグラウンド機能をもった調整池となります。
期 間
作業時間
場 所
施工業者
問

７月上旬〜平成 25 年３月 22 日（金）
８時 30 分〜17 時 (日、祭日は休工)
宮台地内
㈱冨士建設 ☎８１−００７０

街づくり推進課

☎８４−０３２１

南部地区土地区画整理事業区域

町道249号線

昨年度に続き、足柄上地域でアートによる地域活
性化を目的とした「ASHIGARA アートフェスティバル
2012」を開催します。
最初のイベントとして「キックオフ・ワールドカ
フェ」を行います。
地域の魅力やアートフェスティバルの企画など
について参加者の皆さんと考えるイベントです。
秋に開催予定のフェスティバルの概要説明もあり
ますので、興味のある方は気軽にご参加ください。
日

時

場

所

定 員
費 用
持ち物
申込締切
申込方法

清
水
川

大まち橋

南部地区土地区画整理事業区域
区画道路（工事中）

ＡＳＨＩＧＡＲＡ
アートフェスティバル 2012
参加者募集

町
道
2
4
2
号
線

申 問
南部地区土地
区画整理事業区域

４号調整池

７月 16 日（月・祝）10 時 30 分〜16 時
受付 10 時から
県立足柄ふれあいの村 プレイルーム
（南足柄市広町 1507）
200 人
無料
昼食
７月 15 日（日）まで
氏名・住所・電話番号・メールアドレス（PC）
を記入し、電話、ＦＡＸ、メール、郵送の
いずれかの方法でお申し込みください。
〒231‑0023 横浜市中区山下町１
シルクセンター402
ＡＳＨＩＧＡＲＡアートプロジェクト推進室
☎ ０４５−６６４−３７３１
FAX ０４５−６８１−３７３５
} entry@ashigarart.jp

青少年問題を考える集会
中小企業事業主の方へ
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度とは、国がサポートする
中小企業のための退職金制度で、メリットとして次
のような点がありますので、是非加入をご検討くだ
さい。
・国の掛金助成を受けられます。
・掛金は全額非課税
・社外積立だから、管理が簡単です。
・家族従業員、パートさんも加入できます。
※町でも掛金の一部を助成する制度があります。
申 問

中小企業退職金共済事業本部
０３‑６９０７‑１２３４
または、ホームページ「中退共」で検索し
てください。

安心して暮らすことのできるまち、子どもが健や
かに育つ地域社会を目的に毎年７月の「社会を明る
くする運動」強化月間に講演会を実施しています。
今年度は、高校中退やひきこもりなどの相談活動や
支援を行うなかで見えてきた当事者・家族の思いや
苦悩、実際に行われている支援活動についてお話い
ただきます。
日

時

７月 31 日（火）
13 時 30 分〜15 時 30 分(終了予定)
町民センター３階 大会議室
「かわりゆく子ども・若者の現場と支援」
・県立青少年サポートセンター
黒田ひとみさん
・県西地域若者サポートステーション
和田重宏さん（ＮＰＯ法人子どもと生活
文化協会）

場
内
講

所
容
師

問

福祉課

☎８４−０３１６

河川の断水(土用干し)

富士ゼロックス㈱竹松事業所サロンコンサート

北門郁子（Vn.）服部慶子（pf）
デュオリサイタル
日 時
場 所
入場料

曲

目

後

援

７月 28 日（土）14 時〜16 時
福祉会館
1,000 円、大学生 500 円、高校生以下無料
なお、未就学児の入場はできません。
※入場料は当日受付にてお支払いください。
W.A.モーツァルト：ヴァイオリンとピアノの
ためのソナタ ト長調 K.301
R.シュトラウス：ヴァイオリンとピアノのた
めのソナタ 変ホ長調 作品 18 ほか
開成町教育委員会

きたかど い く こ

北門郁子プロフィール
東京藝術大学を経て、ザルツブルグ・モーツァ
ルテウム音楽大学大学院修士課程を最優秀の成
績で卒業。第45回、第47回全日本学生音楽コンク
ール第１位、ヨーロッパでコンクール入賞の実績
を持つ。
はっとり け い こ

服部慶子プロフィール
東京藝術大学を経て、（財）ロームミュージッ
クファンデーション奨学生としてザルツブル
グ・モーツァルテウム音楽大学大学院修士課程に
て研鑚を積み、最優秀の成績で卒業。引き続きオ
ーストリアに拠点を置き、ヨーロッパや日本で精
力的に演奏活動を行っている。
問

富士ゼロックス㈱竹松事業所 柳田和彦
} dichterliebe1840@gmail.com
☎４１−０４９３

期

間

一番干し ７月 ６ 日（金）〜８日（日）
５日の夕方に水門を閉め、８日の夕方
に水門を開きます。
二番干し ７月 15 日（日）〜17 日（火）
14 日の夕方に水門を閉め、17 日の夕
方に水門を開きます。

問

神奈川県土地改良事業団体連合会
み ど り
（水土里ネットかながわ）海老名市中新田 1909−１
☎０４６−２３１−３２４２

県立職業技術校 10 月生募集
就職するために、必要な知識、技術・技能を習得
しようという意思のある方を募集します。
募集コース
①東部総合職業技術校（かなテクカレッジ東部）
チャレンジプロダクト、セレクトプロダクト、機
械ＣＡＤ、溶接・板金、ケアワーカー、給食調理、
室内施工、ビル設備管理
☎０４５−５０４−２８１０
②平塚高等職業技術校
建築ＣＡＤ、庭園エクステリア施工
☎０４６３−２３−１９２２
③小田原高等職業技術校
ケアワーカー、介護調理 ☎２３−２２７５
④秦野高等職業技術校
機械ＣＡＤ ☎０４６３−８１−０８７０
募集期間 ７月 12 日（木）〜８月９日（木）
選考日 ８月 26 日（日）
※募集案内は７月上旬から県内ハローワークで配
布予定です。
問

県産業人材課

☎０４５−２１０−５７１５

平成 24 年度自衛官募集
募集種目

資

一般
防衛大学校学生
推薦
防衛医科大学校学生
航空学生（航空、海上）

格

受付期間
前期 ９月３日(月)〜
高卒（見込含）
10 月１日(月)
21 歳未満
後期 1 月 23 日(水)〜
２月１日(金)
９月３日(月)〜
同 上
９月５日(水)
高卒（見込含） ９月３日(月)〜
21 歳未満
10 月１日(月)
高卒（見込含） ８月１日(水)〜
21 歳未満
９月７日(金)

１次
２次
１次
２次

試験期間
11 月 10 日(土)、11 日(日)
12 月 11 日(火)〜15 日(土)
３月２日(土)
３月 15 日(金)

９月 29 日(土)、30 日(日)
１次
２次
１次
２次
３次
１次
２次
１次
２次

10 月 27 日(土)、28 日(日)
12 月５日(水)〜７日(金)
９月 22 日(土)
10 月 13 日(土)〜18 日(木)
11 月 10 日(土)〜12 月 13 日(木)
10 月 22 日(月)
11 月 17 日(土)、18 日(日)
９月 17 日(月)
10 月４日(木)〜11 日(木)

高卒（見込含） ９月３日(月)〜
24 歳未満
10 月１日(月)
18 歳以上
８月１日(水)〜
一般曹候補生
９月７日(金)
27 歳未満
18 歳以上
男子
年間を通じて実施
受付時にお知らせします。
27 歳未満
自衛官候補生
18 歳以上
８月１日(水)〜
９月 23 日(日)〜26 日(水)
女子
27 歳未満
９月７日(金)
※いずれか１日を指定
※自衛官になるには、いろいろなコースがあります。詳細はお問い合わせください。
看 護 学 生

問

自衛隊小田原地域事務所

☎２４−３０８０（小田原市栄町１−14−９

ＮＴビル３Ｆ）

県西２市８町
イベント名

小
田
原
市

小田原ちょうちん
夏まつり

実施日

７月 21 日（土） ・
22 日（日）

おもな夏のイベント
内

容

小田原城址公園二の丸広場およびその周辺
歴史に名を残す「小田原提灯」をシンボルとしたイベント。小田原城址公園
内のメイン会場では、ちょうちん踊りコンクールや小田原城太鼓合戦、周辺
の沿道では、自治会みこしパレードなどのさまざまなイベントが行われる。
お堀には地元小学生が製作した約 2,200 個の小田原ちょうちんが飾られ、
夜には明かりが灯る。

６日(月)に延期

酒匂川スポーツ広場
打ち上げ数 5,000 発。スターマインを皮切りに、日本の伝統的な花火に加
え、エンターテイメント性の高い花火ショーを繰り広げる。中でも、酒匂川を
横断する、高さ 30 メートル、全長 300 メートルもある「ナイアガラ」は圧巻。

小田原みなとまつり

８月５日（日)

さわる水族館・漁船クルージング・アユのつかみどりほか

南
足
柄
市

第 36 回足柄金太郎
まつり

８月５日（日)

打ち上げ花火、お水送り、子どもショータイム、足柄ばやし、パレード（神輿
など）、盆踊り、東北物産市、子どもランドほか
場所：富士フイルム辻下グラウンド

大
井
町

大井よさこいひょう
たん祭

松
田
町

まつだ観光まつり

小田原酒匂川花火
大会

松田町
開成町

山
北
町

箱
根
町

真
鶴
町

※荒天の場合は

小田原市観光協会
☎22-5002

小田原市水産海浜
課☎ 22-9227
足柄金太郎まつり
実行委員会 (産業振
興課内) ☎73-8030

役場周辺を会場に、1,000 人を超える踊り手がよさこい節の軽快なリズムに
乗って、華やかに飾りつけられた会場を踊りまわり、真夏の夜を彩ります。
また、高校生以下による、ジュニアキッズダンスフェスティバルも実施。よさ
こいとはまた違った踊りを楽しむことができます。

地域振興課
☎85-5013

８月 25 日(土)

昼間は親水広場に設けられたステージで踊りや歌謡ショーなどを行い、パ
レードとして大名行列赤坂奴、まとい、神輿、チアリーディングなどが商店
街などを回ります

松田町観光協会
☎85-3130

あしがら花火大会

８月 25 日(土)

松田町と開成町が合同で開催。夏の終わりに、華やかな花火が酒匂川の
夜空を彩ります。

松田町観光協会
☎85-3130

カヌーマラソン IN
丹沢湖

７月 16 日(月・祝）

豊かな森林(もり)と清流のまち"やまきた"をこぐ、さわやかレクリエーション
レース。さわやかな風がふきぬける自然豊かな丹沢湖へ、色とりどりのカヌ
ーが全国各地から集結！
洒水の滝は「日本の滝百選」、またその水は「全国名水百選」に選ばれてい

山北町生涯学習課
☎75-3649

洒水の滝祭り

７月 22 日(日）

８月４日（土)
※天候不良の場合
は５日(日)に延期

めいばく

る名瀑です。雄大なその姿は三段からなり、落差は一の滝は 69m、二の滝
は 16m、三の滝は 29m という豪快な滝です。まつりでは、洒水太鼓の演奏、
火祭り、奉納舞踊、歌謡ショー、地場産品の販売などが行われます。

山北町観光協会
☎75-2717
丹沢湖花火大会実
行委員会（山北町
商工観光課内）
☎75-3646

丹沢湖花火大会

８月 10 日(金）

花火大会メーン会場の丹沢湖駐車場では、夕方から和太鼓や郷土芸能な
どが行われます。夜の花火大会では約 2,500 発の花火が湖上から打ち上
げられ、特に丹沢湖の水中花火は好評。花火の音が周囲の山々に反響し
迫力ある響きが楽しめます。

湖水まつり

７月 31 日(火)

湖水の神事、灯籠流しを行います。（７月 31 日〜８月５日の間は花火大会
が開催され、夏の芦ノ湖を鮮やかに彩ります【３日を除く】）

灯街道・箱根湯本

８月１日(水)〜
31 日(金)

湯本の早川沿いなどを寄木灯籠でライトアップし、幻想的な空間を演出しま
す。期間中は各種イベントも開催されます。

鳥居焼まつり、流灯
祭

８月５日(日)

湖上に浮かべた大鳥居に火を放ち、花火や灯籠とともに湖水を美しく彩り
ます。（７月 31 日〜８月５日の間は花火大会が開催され、夏の芦ノ湖を鮮
やかに彩ります【３日を除く】)

箱根大文字焼

８月 16 日(木)

大正時代から続く伝統行事です。明星ヶ岳山頂付近に大きく「大」の文字が
浮かび上がり、花火も打ち上げられます。

仙石原すすきまつり

８月 25 日(土)

野外ステージで湯立獅子舞や歌謡ショーなどが披露されます。

貴船まつり

７月 27 日(金) ・
28 日(土）

国の重要無形民俗文化財にも指定されている貴船神社の歴史ある例大
祭。海上渡御（かいじょうとぎょ）、鹿島踊り（かしまおどり）、花山車（はなだ
し）、おはやしなど。 場所：真鶴港周辺、貴船神社ほか

８月４日(土)

灯籠流し、盆踊り、海上花火 場所：岩海岸

８月 25 日(土) ・
26 日（日)

ヤシが揺れる南国情緒あるれる公園でのフラダンスの演舞、ワークショップ
など。 場所：お林展望公園

真鶴町商工会
☎68-0033

サンバパレード＆伊
豆湯河原温泉納涼
花火大会

７月 28 日（土）

国内最大級の規模とトップクラスのパフォーマンス（演奏、ダンス）を誇るサ
ンバチームが、温泉街を華やかにパレードします。パレードの終了地点「泉
公園」では、毎年恒例の「伊豆湯河原温泉納涼花火大会」が開催。間近で
みる勇壮な遠州手筒花火と打ち上げ花火は迫力満点です！

(社)湯河原温泉
観光協会
☎64-1234

湯河原やっさまつり

８月２日(木) ・
３日(金）

郷土の英雄である土肥実平が民衆に放歌乱舞の機会を与えたことが起源と
言われ、花車やみこしがくり出すにぎわいの中を、夏を呼ぶ独特の「やっさ、
もっさ」の掛け声とともに、ちびっ子や芸妓たちが粋な姿で練り踊ります。

７月 22 日(日) ・
８月３日(金)

湯河原海水浴場沖合いから打ち上げられる、約 6,000 発の大輪の花火が
夏の夜空を彩ります。今年は、やっさまつり２日目の８月３日(金)に加えて、
７月 22 日（日）にも開催します。

岩海岸夏まつり
マナ真鶴〜ハワイア
ンの夕べ〜 【主催：
真鶴町商工会青年部】

湯
河
原
町

８月４日（土)

問い合わせ先

湯河原温泉海上
花火大会

箱根町総合観光
案内所
☎0460-85-5700

真鶴町観光協会
☎68-2543

観光課☎63-2111
（内線 711〜714）

公共施設無料チケットプレゼント

小・中学生
対 象

夏休み期間中に、開成町と近くの市町村の施設に下のチケットを持っていくと無料で
利用できます。
<利用するときの注意>
●チケット 1 枚で１人１施設が無料です。
●県立生命の星・地球博物館、中川一政美術館、町立湯河原美術館は、
小中学生はチケットがなくても無料で入れます。
●箱根湿生花園、箱根芦之湯フラワーセンター、箱根関所、森のふれ
あい館については、夏休み期間にかかわらず土・日・祝日の「個人」
の「小・中学生」はチケットがなくても無料で入れます。
（夏休み期間でも平日は有料）
●御幸の浜プール、丸太の森は、未就学児もチケットを利用できます。
●小田原城天守閣と歴史見聞館はミューゼなどとの共通券としての利用はできません。

☆平成 24 年度公共施設無料チケット対象施設☆
市町村名

開成町

施設名

７月 21 日〜８月 31 日

料金

所在地/連絡先/備考

開成水辺スポーツ公園
パークゴルフ場

9:00〜17:00
定休日：木曜日

一般 300 円〜100 円
中学生以下 150 円〜50 円

開成町吉田島 2710/水辺スポー
ツ公園 ☎83-1331※小学２年生
以下は利用不可。小学生は、高
校生以上の人が同伴

小田原城天守閣

9:00〜17:00(入館 16:30 まで)
※土日・祝日・８月 13 日〜15 日
は 9:00〜18:00(入館 17:30 まで)
定休日：なし

一般 400 円
小・中学生 150 円

小田原市城内 6−1
☎23-1373

小田原城歴史見聞館

9:00〜17:00(入館 16:30 まで)
定休日：なし

一般 300 円
小・中学生 100 円

小田原市城内 3-71
☎23-1373

9:00〜17:00(入場 16:30 まで)
定休日：なし ※大会などで利用
できない場合があります。
9:00〜17:00
定休日：なし
9:00〜17:00(入館 16:30 まで)
定休日：なし
9:00〜17:00(入館 16:30 まで)
定休日：なし

一般 250 円
小・中学生・４〜６歳の未
就学児 100 円

小田原市本町 3-15-15
☎22-6080

一般 200 円
小・中学生 100 円
一般 250 円
小・中学生 100 円

小田原市久野 4294-1☎24-3785
※材料費有料。要予約
小田原市栢山 2065-1
☎36-2381
小田原市南町 2-3-4
☎22-9881

小田原フラワーガーデン
（トロピカルドーム）

9:30〜16:30 /定休日：月曜日（祝
日の場合は翌日）

一般 200 円
小・中学生 100 円

小田原市久野 3798-5
☎34-2814

小田原アリーナ
（サブアリーナのバスケッ
トボール・バドミントン・卓
球の個人利用）

9:00〜21:30(小・中学生だけの利
用は 18:00 まで）/定休日：第４月
曜日（７月 23 日・８月 27 日）
※イベントなどで利用できない場
合があります。

高校生以上 300 円
小・中学生 100 円
（1 回で２時間利用可）

御幸の浜プール

小田原市

開場時間/定休日

有効期間

いこいの森
（木工芸体験教室）
尊徳記念館
小田原文学館

教室利用料 200 円

小田原市中曽根 263☎38-1144
※ボールなどの器具類・体育館
は だ し

履きは持参（裸足は利用不可）
※サブアリーナの個人利用が対象

（裏面にもあります）

▽点線にそって切り取ってご利用ください▽
平成 24 年度
小・中学生対象（１枚につき一人）

公共施設無料チケット

開成町

有効期間 ７月 21 日〜８月 31 日

コピー不可

平成 24 年度
小・中学生対象（１枚につき一人）

公共施設無料チケット

開成町

有効期間 ７月 21 日〜８月 31 日

コピー不可

☆平成 24 年度公共施設無料チケット対象施設☆
市町村名

施設名

有効期間

開場時間/定休日

７月 21 日〜８月 31 日

料金

所在地/連絡先/備考

体育センター
温水プール
足柄森林公園
丸太の森

9:30〜20:30
定休日：月曜日
9:00〜17:00
定休日：夏休み期間中は無休

一般 500 円
小・中学生 100 円
中学生以上 400 円
小学生 300 円 園児 100 円

パークゴルフ場

9:00〜18:00（受け付けは 16:30
まで）/定休日：火曜日

一般 200 円
中学生以下 100 円

郷土資料館

9:00〜16:30
定休日：月曜日

一般 400 円
小・中学生 200 円

南足柄市和田河原 1030
☎72-1171
南足柄市広町 1544☎74-4510
※未就学児もチケット利用可
南足柄市広町 231 ☎71-0880
※小学２年生以下は利用不可。小
学生は、中学生以上の人が同伴
南足柄市広町 1544
☎73-4570

中井町

中井中央公園
パークゴルフ場

9:00〜18:00/定休日：月曜日（祝
日の場合翌日）

高校生以上１回 200 円
中学生以下１回 100 円

中井町比奈窪 580 ☎81-3893
※小学２年生以下は利用不可

大井町

大井町総合体育館
（バドミントン・卓球の個人
利用）

9:00〜21:30(小・中学生だけの利
用は 17:00 まで）/定休日：第４月
曜日※利用状況により使用でき
ない場合があります。

一般 200 円
小・中学生 100 円
（1 回で２時間利用可）

大井町金子 1970 ☎82-9799
※ボールなどの器具類・体育
は だ し
館履きは持参（裸足 は利用不
可）

やどりきふれあい
動物村(ドッグラン)

9:00〜17:00
定休日：なし

18 歳以上 200 円
３歳〜17 歳 100 円
(ドッグラン共通)
犬１頭 300 円

松田町寄 5605
ふれあい動物村 ☎89-3113
※入園料のみ無料。犬は有料

南足柄市

さお

松田町

山北町

箱根町

真鶴町

えさ

釣り池：竿と餌500 円、１㎏
（計量）1,600 円。※チケッ
ト利用の場合、釣れた魚１
匹のみ無料。ただし、釣れ
なかった場合の持ち帰り
は有料
一般 400 円
３歳〜中学生 200 円（２時
間利用可）

松田町寄 5573
寄自然休養村養魚組合
☎89-2321
※料金欄記載の全てが無料で
はありません。

寄自然休養村養魚組合

8:00〜17:00/定休日：なし

山北町健康福祉センター
さくらの湯・運動浴室

11：00〜21：00
定休日：木曜日

箱根町立郷土資料館

9:00〜16:30(入館 16:00 まで)
夏休み期間中は無休

一般 200 円
小・中学生 100 円

中川一政美術館

9:30〜16:30（入館 16:00 まで）
定休日：第１･３水曜日（祝日の
場合は翌日）

18 歳以上 600 円
６歳〜17 歳 350 円

遠藤貝類博物館

9:30〜16:30（入館 16:00 まで）
定休日：木曜日（祝日の場合翌日）

18 歳以上 300 円
小学生〜高校生まで 150 円

真鶴町真鶴 1175-1
☎68-2111

無料

真鶴町真鶴 1175-1
☎68-1112
※チケット持参で利用料金から
50 円引き(売店を除く)

一般 500 円
小・中学生 300 円

湯河原町門川 11 ☎63-0480

大人 600 円（500 円）、
小・中学生、町内 200 円、
町外 300 円（200 円）
※（ ）は団体割引

湯河原町宮上 623-1
☎63-7788
※夏休み期間、小・中学生は
チケットがなくても無料

ケープ真鶴

湯河原海浜公園
プール

[売店]9:00〜16:00[喫茶店]平日
10:00〜15:00(土･日･祝〜16:00
まで)[食堂]11:00〜15:00(注文は
14:30 まで)/定休日：なし
9:00〜17:00(入場 16:30 まで)
定休日：なし※荒天時は臨時休
業の場合あり

湯河原町
町立湯河原美術館

9:00〜16：30(入館 16:00 まで)
定休日：水曜日

山北町山北 1971−2
☎75-0819
箱根町湯本 266
箱根町教育委員会生涯学習課
☎0460-85-7601
※土・日曜日の「個人」の小・中
学生はチケット不要
真鶴町真鶴 1178-1☎68-1128
※小・中学生はチケットがなくて
も無料

▽点線にそって切り取ってご利用ください▽
有効施設

有効施設

開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場/小田原城天守閣/小田原
城歴史見聞館/御幸の浜プール/いこいの森/尊徳記念館/小田原
文学館/小田原フラワーガーデン/小田原アリーナ/南足柄市体育
センター温水プール/丸太の森/南足柄市パークゴルフ場/南足柄
市郷土資料館/中井中央公園パークゴルフ場/大井町総合体育館
/やどりきふれあい動物村（ドッグラン）/寄自然休養村養魚組合/
山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室/箱根町立郷土資料
館/遠藤貝類博物館/ケープ真鶴/湯河原海浜公園プール

開成水辺スポーツ公園パークゴルフ場/小田原城天守閣/小田原
城歴史見聞館/御幸の浜プール/いこいの森/尊徳記念館/小田原
文学館/小田原フラワーガーデン/小田原アリーナ/南足柄市体育
センター温水プール/丸太の森/南足柄市パークゴルフ場/南足柄
市郷土資料館/中井中央公園パークゴルフ場/大井町総合体育館
/やどりきふれあい動物村（ドッグラン）/寄自然休養村養魚組合/
山北町健康福祉センターさくらの湯・運動浴室/箱根町立郷土資料
館/遠藤貝類博物館/ケープ真鶴/湯河原海浜公園プール

瀬戸屋敷
７月の蔵ひろば
毎月第２・第４土曜日の定例のおはなし会です。
日

時

７月 14 日(土)
７月 28 日(土)

出演者(所属)
ふたりしずか（山北町）
お手玉で遊びましょう。
おむすびころりん（開成町）
楽しい人形劇がやってきます。

時 間 13 時 30 分〜14 時 30 分
場 所 瀬戸屋敷
対 象 どなたでも
費 用 無料
※申し込みの必要はありません。
※参加されたお子さんには「蔵ひろばカード」を発
行しています。

メダカのお父さんお母さんを募集
酒匂川水系のメダカは、地域固有の遺伝子を持っ
た貴重な生物です。
このメダカをみんなで増やしていこうと始めたの
が、
「メダカのお父さんお母さん」制度です。あなた
もこの制度に参加し、メダカを育ててみませんか。
<応募条件>
開成町に在住または事業者の方で、次の４つの約
束を守れる方
①たいせつに育てる。
②捨てたり放流したりしない。
③ほかの種類の魚といっしょに飼育しない。
④人に譲らない。
定

員

申込期限
申込方法

緑陰子ども会参加者募集
小学生の皆さん､瀬戸屋敷の自然の風に吹かれな
がら夏休みの学習をしませんか？お手伝いに高校
生･大学生のお兄さんやお姉さんが来てくれます｡
日

時

７月 27 日（金）
、８月３日（金）、８日（水）、
16 日（木）、24 日（金）
９時 30 分〜10 時 30 分･･･学習
10 時 30 分〜11 時･･･休憩・レクレーション
11 時〜12 時･･･学習
※最終日の午後は特別プログラムとして
ゲームや子どもの遊びを取り入れたレ
クレーションを予定しています。参加希
望の方は昼食をお持ちください。
(13 時〜14 時 30 分)
定 員 各日 20 人(定員になり次第締切)
申込期限 ７月 20 日（金）まで
その他 ・参加者については１回だけの参加でもか
まいません｡一人３回までです。
・学習終了後､瀬戸屋敷でお弁当を食べて
遊んでいくこともできます｡
・３年生以下の人は、保護者に送り迎えし
てもらってください。
申 問

瀬戸屋敷

☎８４−００５０

メダカの配布

配布場所
申 問

100 世帯（一世帯につき１セットのみ）
※申込多数の場合は抽選になります。
７月６日（金）必着
官製ハガキに、郵便番号、住所、氏名、年
齢、勤務先（学校名）、電話番号を記入し
て、環境防災課へお申し込みください。
(中学生以下は、保護者の承認が必要)
※申し込みをされた方へは、後日、小田原
市環境保護課より直接、参加通知書が郵
送されます。
７月 21 日（土）10 時〜11 時 30 分
※当日はメダカセミナーを開催します。
必ず出席してください。
小田原市役所大会議室（７階）
〒258‑8502 開成町延沢 773
開成町環境防災課 ☎８４−０３１４
め い ば く

「あしがらの里 名瀑発掘
フォトコンテスト」作品募集
足柄上地域にある名瀑といわれる「滝」や隠れた
「滝」をテーマに魅力ある写真を募集しています。
紅葉の季節や冬の滝など季節感にあふれた作品を
お待ちしています。
応募作品 撮影後おおむね１年以内の写真で、未発表
の作品
対 象 どなたでも応募できます。
応募期限 ８月 31 日（金）まで
応募方法 ホームページにて募集要項をダウンロード
のうえご応募ください。
〒250‑8799 小田原郵便局留め
「あしがらの里フォトコンテスト係」
申 問

神奈川県県西地域県政総合センター
企画調整部 商工観光課
☎３２−８０００ 内線 2523
HP http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/
p475949.html

生

涯

学

習

講

座

歴史講座①

健康体操入門講座〜３Ｂ体操〜

日
場
内

３種類の用具（ボール・ベル・ベルダー）を使い
ながら、音楽に合わせて楽しく体を動かします。

時
所
容

講 師
定 員
費 用
持ち物
申込期間

７月 24 日（火）13 時 30 分〜15 時
町民センター２階 中会議室Ａ
開成町シリーズ(11)
「地図でたどる文命中駅伝コースの歴史散歩」
その昔、文命中学校で行われていた学区内
10.7 キロを走った駅伝コースにそって町
内の史跡をめぐります。
①いつごろ、どこを走ったのか
②コースのまわりの史跡めぐり
③これからの史跡の残しかた
はるつぐ

井上 東亜さん（開成町文化財保護委員長）
40 人（申し込み順）
無料
ボールペン
７月２日（月）から

新しく生け花講座を開講します。初夏を彩る花を
いけて生活に潤いと豊かさを演出しましょう。
日 時 ７月 24 日（火）９時〜12 時
場 所 町民センター ２階 小会議室Ａ
開成町華道協会の皆さん
15 人
800 円(材料費)
花器、はさみ、剣山
７月２日（月）〜20 日（金）

編み物講座①
今回はバラとつぼみのコサージュを編みます。あ
る時はブローチに、またその時々でカバンに付けた
り、いろいろなバリエーションをお楽しみいただけ
ます。
日 時 ７月 27 日（金）・８月９日（木）
９時〜12 時
場 所 町民センター ２階 小会議室Ａ
き ん こ

講 師 鳥海 訓子さん
定 員 15 人
費 用 980 円(材料費)
持ち物 レース針０〜２号ぐらい、とじ針、縫い針、
はさみ
申込期間 ７月２日（月）〜20 日（金）
※見本を町民センター２階玄関ホールに展示して
いますので、ご覧ください。
※講座は５人以上の申し込みがあったときに実
施し、定員になり次第締め切ります。中止のと
きは申込者に連絡します。
申 問

時

場

所

講 師
対 象
定 員
費 用
持ち物
申込期間

７月 24 日（火）
・31 日(火)・８月７日(火)
10 時〜11 時 30 分
町民センター ２階集会室 A･B（７月 31 日）
３階 大会議室（７月 24 日・８月７日）
藤田 ひかりさん（人材バンク新規登録者）
どなたでも
15 人
無料
動きやすい服装、飲み物
７月２日（月）〜18 日（水）

パソコン講座
次の内容で開催します。それぞれご希望のコース
にご参加ください。

生け花講座①

講 師
定 員
費 用
持ち物
申込期間

日

教育総務課 ☎８２−５２２１
（土・日・祝日を除く８時 30 分〜17 時）

日時・内容
Ａ「エクセルによる自治会用会計簿作成入門」
(２日間コースを２回)
①７月 30 日（月）と８月１日（水）
②８月３日（金）と８月６日（月）
(予備日８月８日、９日)
Ｂ「ホームページ作成入門」（１回）
①８月 10 日（金）(予備日８月 13 日)
Ｃ「ワードによる年賀状作成入門」
（２日間コースを２回）
①８月 15 日（水）と８月 16 日（木）
②８月 17 日（金）と８月 21 日（火）
(予備日８月 22 日、23 日)
※計画停電が実施された場合などが予備日になり
ます。
時
場
講
対

間
所
師
象

いずれも９時 30 分〜16 時 30 分
開成南小学校１階 メディアセンター
岡田 昌康さん
①自治会の会計簿をパソコンで作りたい方
②ホームページを有料ソフトを使わず無料
で作りたい方
③年賀状をパソコンで作ってみたい方
定 員 各回 10 人程度
費 用 無料
持ち物 フロッピーディスクまたはＵＳＢメモリー
筆記用具、弁当
申込期間７７月２日（月）〜26 日（木）
※申し込みは､Ａ〜Ｃそれぞれに受け付けます。
※今回も夏季の電力事情により計画停電の実施が懸
念されますが、予定などに変更があった場合は申
込者に直接連絡しますので、承知おきください。

平成 24 年度 生涯学習「あじさい講座」メニュー
町職員などが直接出向きます。希望される自治会やサークル・学校などの団体(５人以上で構成)の代表者
はメニュー表から講座を選択し、開催日の１か月前までに教育総務課にある「あじさい講座受講申込書」に
記入のうえ、お申し込みください。
申 問

教育総務課

番号

講

☎８２−５２２１

座 名

サブタイトル

担当課

１

出前町長室

町づくりについて、町長自ら出向いてお話します 町長

２

統計でみる開成

各種統計調査から開成町のデータをみる

企画政策課

３

ジェンダーってなあに？

暮らしの中の男女共同参画社会を考える

自治活動応援課

４

役場のしくみ

これだけは知っておきたい役場の仕事

５

やさしい選挙のはなし

みんなで参加、明るい選挙をめざして

６

町の仕事とお財布

やさしい町の財政について

７

人には戸籍、土地には地籍

土地を正確に調べます

８

知っておきたい住民窓口の利用法

戸籍・住民票・印鑑登録について

９

自分を守り人を支える国民年金

10

私たちの生活と税金（１）

固定資産税のしくみ

届けなくちゃ

11

私たちの生活と税金（２）

所得税の還付申告

12

自転車走行のマナー

安全な乗り方で交通事故から身を守る

13

開成町消防団について

お父さんは消防団員

14

グリーンリサイクルセンターの取り組み 剪定枝、生ごみの堆肥化

15

開成町のごみについて

町のごみの現状

16

開成町環境基本計画について

いつでもうるおいとせせらぎのあるまち・かいせい

17

地震に備えて

「いざ」という時のために

18

ダンボールコンポストについて

生ごみを堆肥化し、燃えるごみの削減

19

支えあうあなたと国保

国民健康保険に入る時、やめる時

20

75 歳以上の方の医療制度について

後期高齢者医療制度とは

21

知っていますか、介護保険

介護保険サービスを上手に利用するために

22

介護予防について

かいせいいきいき健康体操で健康に

せんてい

学生納付特例制度

総務課
財務課

税務窓口課

た い ひ

環境防災課

23

正しく知ろう認知症

安心して暮らせるまちをめざして

24

骨粗しょう症ってなあに？

若い人の骨が危ない

25

メタボリック症候群について

今日から始める健康生活

26

乳がんの自己触診法と予防について

予防と早期発見

27

心の健康（メンタルヘルス）について

ストレスたまっていませんか

28

子どもの生活リズム

遊び・食事・栄養のバランス

29

知っていますか？成年後見制度

福祉サービス利用者への支援制度について

30

開成町の将来都市像

人と自然に優しい連携と交流の都市づくり

31

区画整理ってなあに？

安全で魅力ある町をめざして

32

町の都市計画

現状と計画について

33

開成町の水道について

暮らしの中での水利用

34

開成町の下水道について

下水道、環境づくりのパスポート

35

あじさいの町・開成

あじさい祭・瀬戸屋敷などの事業について

産業振興課

36

地方議会

議会の仕事と仕組み

議会事務局

37

生涯学習ってなあに？

いつでも、どこでも、だれでも学べる社会づくり 教育総務課

38

ボランティア入門・福祉入門

ボランティアって？福祉って？

保険健康課

福祉課
街づくり推進課

上下水道課

社会福祉協議会

あじさい健診の新規申込み
(８月 31 日まで)
若いころからの生活習慣の見直しと健康づくり
を目的に、「あじさい健診」を実施します。会社な
どで健康診断を受ける機会のない方は、お申し込み
ください。
平成 21・22・23 年度のいずれかに受診した方は、
申し込み不要です。
日 程
受付時間
場 所
内 容

９月 22 日（土）、24 日（月）、25 日（火）
９時〜11 時 20 分
保健センター
身体測定、体脂肪・血圧測定、問診、診察・
尿検査、血液検査、歯科相談
こつそしょうしょう

食生活改善推進員による骨粗鬆症 と貧血
予防の試食など
対 象 18〜39 歳までの方で、健康診断を受ける
機会のない方。ただし、妊娠中の方および
授乳中の方は対象外です。
費 用 2,000 円
（生活保護受給者・町県民税非課税世帯の
方は自己負担金免除制度があります。３
日前までに保険健康課で免除申請の手続
きを行ってください）
申込期限 ８月 31 日（金）までにお申し込みください。
※子育て中のお母さんが受診しやすいように９月
24 日(月)と 25 日(火)は託児を実施します。申し
込みの際に託児が必要な場合はお伝えください。
※事前に申し込みされた方、過去３年以内にこの健
診を受診されている方には、個別通知します。
申 問

保険健康課

開成町子育て支援センター事業

ふれあい夕涼み会
日

時

場
対

所
象

内

容
16 時〜
オープニングコンサート(酒田こども太鼓演奏)
①ミニＳＬ【雨天中止】（小山町夢ランド）
②よみきかせシアター＆ひと休みコーナー
「七匹のこやぎ」ほか（おむすびころりん）
③ヨーヨーつり
④キャラクターすくい
⑤えほんランドでお楽しみ
⑥支援センター「モンスターゲート」
⑦しゃぼん玉コーナー
⑧飲み物コーナー
⑨お楽しみプレゼント＆募金コーナー
※①と②はボランティアによる催し物です。
費 用 無料（飲み物コーナーのみ有料）
※駐車場はありますが、できるだけ徒歩または自転
車でお出かけください。
※事前の申し込みは必要ありませんので、直接会場
へお出かけください。
問

障がいのある方やそのご家族が、生活の中で困って
いること、悩んでいることなど、さまざまな相談を受
け付けます。

開成町子育て支援センター（酒田保育園）
☎８２−１２２２
（土・日・祝日除く 10〜16 時）

親子料理教室参加者募集

☎８４−０３２７

障がいのある方のための相談室

子どものころから「食」に関心をもち、考える楽
しさ、つくる楽しさ、食べる楽しさを体験していく
ために、セミナーを開催します。親子で料理しなが
ら、心身の健康をつくる「食事」をもっと楽しみま
しょう。
日

時

①相談室
日 時 ７月 17 日（火）14 時〜16 時
場 所 保健センター１階 健康相談室
費 用 無料
相談員 自立サポートセンタースマイルの相談員
②電話相談
相談員は、神奈川県から障害福祉相談員として
委嘱を受けている、町内在住の望月孝裕さん（身
体障がい相談）と鈴木純子さん（知的障がい相談）
です。相談を希望する方は福祉課までお問い合せ
ください。

場
対
定
費

所
象
員
用

問

申 問

福祉課

☎８４−０３１６

７月 21 日（土）16 時〜18 時 30 分
受付 15 時 45 分から
酒田保育園園庭および保育室
地域の未就園児(０〜４歳)の親子、在園児
の親子、祖父母

８月３日（金）10 時〜13 時
受付 ９時 30 分〜９時 45 分
保健センター 栄養指導室
町内在住の小学生とその親
18 組(申し込み順)
一人 250 円（材料費）
きん

持ち物

エプロン、三角巾またはバンダナ、ハンド
タオル、持ち帰り用のビニール袋またはタ
ッパー
主催・講師 開成町食生活改善推進協議会
申込期間 ７月 30 日（月）までに電話でお申し込み
ください。
保険健康課

☎８４−０３２７

８月１日から後期高齢者医療保険の被保険者証（保険証）が
新しくなります
現在、後期高齢者医療保険に加入している方がお持ちの保険証は、７月 31 日で有効期限が切れます。
８月１日からお使いいただく保険証は、７月中に郵送（簡易書留）でお届けします。
【留意事項】
●後期高齢者医療保険料を滞納している方には、保険証を郵送できない場合があります。該当の方には通知
をお送りし、役場で納付相談のうえ、短期証（有効期限を短く区切った保険証）を交付します。
●有効期限切れの保険証は、８月１日以降に保険健康課へ返却いただくか、個人情報に注意して処分してく
ださい。
●国民健康保険へ加入している方は、今回は更新の対象ではありません。
問

保険健康課

☎８４−０３２４

食肉の生肉による食中毒を
予防しましょう
平成 23 年４月に富山県などの飲食チェーン店で、ユ
ッケを原因食品とする腸管出血性大腸菌食中毒が発
生し、５人が亡くなりました。このような食中毒を
防止するため、次のことに注意してください。
①食肉を生で食べない
食肉は、
「新鮮イコール安全」ではありません。
牛、豚、鶏などの家畜の多くが腸管内に腸管出血性
大腸菌、カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌な
どの食中毒菌を保有しているため、食肉の処理の過
程で食中毒菌に汚染されている可能性があります。
ユッケ、レバ刺し、鶏刺し、鶏わさなどの食肉の
生食を避けることが重要です。
②食肉は中心部まで十分に加熱する
食肉に付着した腸管出血性大腸菌、カンピロバク
ター属菌、サルモネラ属菌などの食中毒菌は、75℃
１分以上の加熱で死滅します。
焼肉やバーベキューなど、肉を焼く時は食べる箸
を使用せず、肉専用の箸やトングを使い、肉の赤色
がなくなるまでよく加熱してください。
③食肉は正しく保管する
細菌が増殖しないよう適切な温度管理（10℃以
下・生食用食肉４℃以下）を行ってください。食肉
を冷蔵庫で保存するときは、ほかの食品を汚染しな
いよう注意してください。
④食肉からの二次汚染を防止する
食肉を取り扱った手指、器具などは、その都度十
分洗い、消毒を行ってください。
⑤一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります
国の基準に合った生食用食肉でも、お子さんや高
齢者、抵抗力の弱い方は控えるようにしてください。
●ユッケ、牛刺し、牛たたきなどの牛肉生食メニ
ューは、国の基準に合ったものでなければ提供
できません。
●鶏肉や豚肉、牛の内臓（レバー、ハツ、センマ
イなど）は全て加熱用です。
生または半生で食べることは、食中毒のおそ
れがあり大変危険です。
問

足柄上保健福祉事務所
☎８３−５１１１

生活衛生課

熱中症を予防しましょう
【家庭では】
熱中症の発生は７〜８月がピークとなり、今年の
夏の平均気温は、平年並みか高いとされています。
気温の高い日が続くこれからの時期に備え、熱中症
予防に努めましょう。
熱中症の予防法
・こまめに水分・塩分の補給をしましょう。
※高齢者、子どもの場合、のどの渇きを感じなくて
も、こまめに水分補給することがたいせつです。
・扇風機やエアコンを使って、熱中症になりにくい
室内環境を整えましょう。
・通気性のよい、吸湿・速乾の衣服などの衣服を着
用して、体温調整を行いましょう。
注意すること
・夏期の電力不足に対して節電の取り組みが求めら
れていますが、節電を意識しすぎるあまり、健康
を害することのないようご注意ください。
・気温や湿度の高い日には、決して無理な節電をせ
ず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにし
ましょう。
・自分の体調の変化に気をつけ、万全の予防を心が
けましょう。また、一人ひとりが周囲に気を配り、
熱中症予防を呼びかけ合うことがたいせつです。
問

保険健康課

☎８４−０３２７

【職場では】
昨年、神奈川県内で労働者の方が２名熱中症で亡
くなっています。
職場における熱中症の３割は６月中からと早い
時期に発生していますので、初夏は気温の変動が大
きく、熱への体の順応も不十分です。職場では早め
に警戒してください。
・暑くなくても作業中は水分と塩分を十分に補給
し、十分な休憩を取ることがたいせつです。
・体に変調を感じたり、訴える人がいたら、すぐに
医師の診断を受けましょう。また、熱中症の疑い
がある場合は、氷で体を冷やし、ためらわずに救
急車を呼びましょう。
●詳しくは厚生労働省ホームページの「労働者の安
全と健康の確保 職場における労働衛生対策」を
ご覧ください。
問 産業振興課 ☎８４−０３１７

カ ヌ ー 体 験 教 室
日

８月５日（日）９時 30 分〜12 時
集合 ９時 15 分
くろ くら
場 所 丹沢湖玄倉ふれあいランド
内 容 ①カヌー教室
②湖畔のクリーンキャンペーン
持ち物 運動できる服装、水着、タオル、ぬれてよ
い靴（ゴム底）、着替えなど
費 用 無料
対 象 小学校３年生以上
定 員 30 人（申し込み順）
申 込 ７月 27 日（金）までに電話などでお申し
込みください。
※カヌー教室には、開成町スポーツ推進委員も協力
しています。
申 問

山北町生涯学習課 ☎７５−３６４９

開成歩こう会 参加者募集
今月の歩こう会は、南足柄の要定川沿いを歩きま
す。お友達を誘って、ウォーキングを楽しみましょう。
日

時

集合・解散
対 象
費 用
持ち物
申 込
運 営
問

夏休み小学生図書室行事

時

７月 10 日（火）※雨天中止
９時 30 分〜11 時 30 分 （集合９時 30 分）
町民センター前
町内在住または在勤の方
無料
飲み物、帽子、タオルなど
当日集合場所で受け付けます。
健康普及員ＯＢあゆみ会

保険健康課

☎８４−０３２７

開成町内での空間放射線量の
測定結果

〜本となかよくなろう〜
夏休みに図書室の仕事を体験して、本を身近に
感じてみませんか。
日

時

場
内

所
容

対
定
申

象
員
込

７月 25 日（水）
①９ 時 30 分〜11 時 30 分
②13 時 30 分〜15 時 30 分
７月 26 日（木）
①９ 時 30 分〜11 時 30 分
②13 時 30 分〜15 時 30 分
町民センター ３階 図書室
・貸出および返却などのカウンター業務
・図書室の本や資料に親しむ。
小学生
各回６人
７月７日（土）10 時から図書室カウンター
で直接お申し込みください。

〜小学生限定 子どもの広場〜
日
場
内

時 ８月１日（水）10 時〜11 時 30 分
所 町民センター ２階 中会議室Ａ
容 「くるくるチョウチョ」
牛乳パックを使った工作をします。
対 象 小学生
定 員 20 人
持ち物 スティックのり、カラーペン
申 込 ７月 14 日（土）10 時から直接または電話
でお申し込みください。
申 問

図書室

☎８２−５２２１
内線 452

開成町役場入口で町が測定した結果をお知らせ
します。

平成 24 年６月 20 日
0.01 マイクロシーベルト／毎時（地上１ｍ）
この値は、国際放射線防護委員会が定める安全基準
（年１ミリシーベルト・0.12 マイクロシーベルト／毎
時）よりはるかに低い値ですので、日常生活上、特別
な対応をとる必要はありません。

HP

http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms/
info/info.aspx?info̲id=21977

神奈川県では、４月２日からモニタリングポスト
による空間放射線量の 24 時間常時測定を県内８地
域で開始しました。開成町の最寄りの測定箇所は県
立小田原城北工業高等学校（小田原市栢山）です。
HP

http://radioactivity.mext.go.jp/map/ja
/area2.html
問 環境防災課 ☎８４−０３１４

戸

籍

の

窓

お悔やみ申し上げます
６月１日から６月 15 日までに届出のあった方（敬称略）
希望された方のみ掲載しています。

氏
ふかわ

府川
あいざわ

相沢
いしい

名

ヨシ
きぬこ

絹子
き み え

石井 喜美江
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