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 ・町県民税(1期)
・国民健康保険税(1期)
・介護保険料(1期)

・下水道受益者負担金(1期)
・し尿処理手数料(4,5月分)

※毎月納付以外のものを記載しています。 

道路などで漏水を発
見したら、役場また
は次の指定業者に連
絡してください。    

 もえるごみデータ       もえるごみデータ       
  4月分収集量

（　 ）内は4月分 

収集運搬費 約236万円  

約227t(218t)

7月2日(月)

 

※収集量は昨年同月比約4%増となり、収集運搬費は約9万円増とな
　りました。  

◆人口  16,557人（42） ◆世帯数　5,909世帯（30）   

男  8,085人（22） 
女  8,472人（20） ※平成22年国勢調査からの推計です。   

◆交通事故件数 8件（17）
0件（1）  死亡 ０人（0）

重症 ０人（0） ◆救急出動回数 
34件（153）  軽症16人（26）

◆降水量　151.0㎜（91.0㎜)　◆雨　9日（6日）      

人口と世帯 

安全データ   4月分 

降　水　量 4月分 

（　)内は1月からの累計     

（　)内は昨年4月分    

（　)内は前月比    5月1日現在  

5／30～6／5
6／6～6／12
6／13～6／19
6／20～6／26
6／27～7／3

☎83‒3387
☎82‒0721
☎82‒6323
☎82‒2656
☎85‒3108

㈱神成工業
㈱キタムラ
㈲草柳設備
㈲矢口水道工業
㈲コーユー

当番期間 漏水当番水道業者

◆火災発生件数   

寄　　附

富士フイルムテクノプロダクツ株式会社
（代表取締役社長　田中弘志）

民具展示備品として
ガラスショーケース４台

優勝した円中自治会の皆さん

スポーツ大会の結果

日程　4月22日（日）
場所　開成水辺スポーツ公園
結果　優勝　ハイチュウ
　　　　　　KTソフトボール部
（天候不良により両チーム優勝）
　　　第三位
　　　　　　上島同好会
　　　　　　OKクラブ

第50回
町内ソフトボール大会

開成少年野球クラブ優勝!　県大会出場!!開成少年野球クラブ優勝!　県大会出場!!

日程　5月13日（日）
場所　開成水辺スポーツ公園
結果　優　勝　円中
　　　準優勝　下延沢
　　　第三位　下島、中家村

第31回自治会対抗
女子ソフトボール大会

　４月22日から「小学生の甲子園」
と呼ばれる高円宮賜杯全日本学童軟
式野球大会の足柄上郡予選が行われ、
決勝戦で開成少年野球クラブが山北
少年野球クラブに４－２で勝利し、
６月２日から川崎市で開催される県
大会に出場することになりました。
この県大会で優勝し、全国大会出場
をめざしますので、皆さんの応援よろしくお願いします。
　なお、開成少年野球クラブでは３年生以下の部員を募集中です。体験入部も
随時受付け中ですので、入部希望者は下山（☎83－1806）までご連絡をお願い
します。
　たくさんの仲間と一緒に、楽しく野球をしよう！
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４月16日から５月15日までに届け出のあった方(敬称略）

案　　内

川遊び＆流しそうめん

日時　　7月14日（土）
　　　　午前 10 時～午後 3 時　

　　　　 （雨天中止）
場所　　足柄森林公園丸太の森
対象　　小学生　先着 20 人
内容　　園内の横を流れる上総川

で岩をつかみ、滝を上り、
川遊びを満喫しよう！　
お昼にはキャンプ場で流
しそうめんを行います！

費用　　2,000 円（昼食代、保険料）
持ち物　服装（長袖・長ズボン・

軍手・運動靴）、着替え、
飲み物

申込み　6月30日（土）午前９時か
ら電話で　

申・問　足柄森林公園丸太の森　
　　　　☎74-4510

硬式テニス教室のご案内
～ジュニア初心者＆　　
　　レディーステニス～

日時　　7月28日（土）、31日（火）、8
月4日（土）、7日（火）、11日
（土）、21日（火）、25日（土）

　　　　全7回 予備日8月28日（火）
時間　　・ジュニア初心者
　　　　９時～ 10 時 30 分
　　　　・レディース

あしがらアドベンチャー
キャンプ2012

～チャレンジ！明神ヶ岳へ登るぞ！～

日時　　7月24日（火）～
　　　　7月25日（水）1泊 2日
　　　　（雨天中止）
場所　　足柄森林公園丸太の森

　レベルに応じたクラス分けを行
い、一通りの技術指導をします。
奮ってご参加ください。

　　　　10 時 45 分～ 12 時 30 分
場所　　小田原市営城山庭球場
　　　　小田原テニスガーデン
対象　　・ジュニア初心者
　　　　小学校４年生～中学校３

年生の男女
　　　　・レディース
　　　　高校生以上（初心者～中

級者）
　　　　開成町ほか２市７町（県

西地域）に在住、在学、
在勤者

定員　　各 40 人（先着順）
費用　　１人 4,000 円
申込期間【ジュニア初心者】
　　　　7月17日（火）～26日（木）
　　　　【レディース】
　　　　7月2日（月）～26日（木）
申・問　【ジュニア初心者】
　　　　（財）小田原市体育協会事

務局へ電話（☎38－3310）
でお申し込みください。

　　　　【レディース】
　　　　小田原テニス協会・八田
　　　　☎・　　35－4186
　　　　E-mail　michio-hatta@nifty.com
      　　はがき
　　　　〒250-0045　小田原市城

山 2-28-11　八田迪男 ま
で住所、氏名、電話番号
を記入してお申し込みく
ださい。

対象　　小学 3年生～中学 3年生
先着 30 人

内容　　この夏最大のチャレンジ
の旅に出かけよう！

　　　　みんなで登山計画をたて、
夜中に登り始め、明神ヶ
岳（標 高 1169m）の 山
頂へ日の出を目指して登
ろう！

費用　　10,000 円（宿泊、食事代、
保険料）

持ち物　準備、スケジュールの詳
細は、申込み後案内を送
付します。

申込み　7月8日（日）午前９時30分
　　　　から電話で　
申・問　足柄森林公園丸太の森　
　　　　☎74-4510

氏　　名 性別 保　護　者 地　区 氏　　名 性別 保　護　者 地　区

海鉾　蒼空

海鉾　朱空

長嶋　翔永

小林　優太

杉山　友太

小林　愛桜

男

男

男

男

男

女

洋　行・恵美子

洋　行・恵美子

　賢　・奈都紀

則　夫・美貴枝

剛　志・郁　恵

剛　尚・めぐみ

宮　台

宮　台

宮　台

上延沢

牛　島

上延沢

かい ほこ

かい ほこ

そ あら

しゅ ら

なが しま しょうえい

こ ばやし ゆう た

こ ばやし ま お

すぎ やま ゆう た

永田　暦美

比企野　凌成

森谷　栞

山口　正輝

遠藤　叶士

山口　実久

女

男

女

男

男

女

幸　司・礼　奈

隆　裕・由　紀

真　人・尚　美

高　輝・麻　子

成　晃・裕　子

晃太郎・幸　子

中家村

下　島

上延沢

金井島

上　島

なが た こよみ

ひ き の りょうせい

もり や しおり

やま ぐち まさ き

えん どう きょう じ

やま ぐち み く パレット
ガーデン


