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2年ぶりに県大会出場!!2年ぶりに県大会出場!!

 ・国民健康保険税(6期)

・介護保険料(6期)

・上・下水道使用料（4期）

・後期高齢者医療保険料 （5期）

※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       
  9月分収集量

（　 ）内は昨年9月分 

収集運搬費 約234万円（4月からの累計約1,612万円）

約225t(約261t)

11月30日(金)

 

※収集量は昨年同月比約16%減となり、収集運搬費は約37万4千円減
　らすことができました。

◆人口  16,659人（42） ◆世帯数　5,968世帯（17）

男  8,138人（24） 
女  8,521人（18） ※平成22年国勢調査からの推計です。   

◆交通事故件数 3件（39）

0件（1）  死亡 ０人（0）

重傷 ０人（1） ◆救急出動回数 

51件（384）  軽傷 ３人（42）

◆降水量　258.5　　㎜（530㎜)　◆雨　11日（12日）      

人口と世帯 

安全データ   9月分 

降　水　量 9月分 

（　)内は1月からの累計     

（　)内は昨年9月分    

（　)内は前月比    10月1日現在  

10/31～11/  6
11/ ７～11/13
11/14～11/20
11/21～11/27
11/28～12/  4

㈱キタムラ
㈲草柳設備
㈲矢口水道工業
㈲コーユー
㈲鈴木設備

☎８２－０７２１
☎８２－６３２３
☎８２－２６５６
☎８５－３１０８
☎８３－７９００

当番期間 漏水当番水道業者

◆火災発生件数   

開成ミニバスケットボール　　顧問　奥津　☎82-6789
                                          代表　岸　　☎090-7280-8177

問

　8月19日（日）から県
西地区において第20
回大井カップ兼関東大
会予選（男子全16チー
ム参加）が開催されま
した。開成ミニバス
ケットボールクラブ
男子は、予選を順当
に勝ち進み、9月9日
（日）の決勝リーグの
接戦を制して見事優
勝し、10月21日（日）か
ら開催される県大会
への出場権を獲得しました。
　現在、開成ミニバスケットボールクラブでは、バスケットボールに興
味のある小学生男女を募集しています。ぜひ一度、見学や体験に参加し
てみてください。

2年ぶりに県大会出場!!2年ぶりに県大会出場!!
開成ミニバスケットボールクラブ男子開成ミニバスケットボールクラブ男子表　　彰

　社会福祉事業に貢献しその功績
が顕著であると認められ、県知事
から表彰されました。

　　福祉課　☎84-0316　

民生委員児童委員
　15年表彰
辻村　貴子さん（下　島）

問
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９月16日から10月15日までに届け出のあった方で
希望された方のみ掲載しています。 (敬称略）

お知らせ

①日時　11月14日（水）
　　　10時～11時45分
場所　川東タウンセンターマロニ

エ（鴨宮駅から徒歩15分）
定員　60人（託児20人）
②日時　11月16日（金）
　　　10時～11時45分
場所　小田原友の会友の家（大雄

山線穴部駅前）
定員　40人（託児15人）
　　　＊託児（１歳以上）は予約制

　１人250円（軽食、保険料）
内容　・家計簿がくれた安心　―

　時間もお金も生かして―
　　　・ムダのない暮らし　まず

　キッチンから
参加費　350円　（資料代）

主催　小田原友の会
後援　小田原市教育委員会、婦人

之友社
協賛　公益財団法人全国友の会振

興財団
　　　加藤　☎36－5134または
　　　與本　☎63－4251

生かしていますか「今あるもの」
家事家計講習会

日時　11月17日（土）
　　　９時30分～15時30分
　　　雨天の場合は18日（日）
場所　集合/小田急線新松田駅南口
　　　　　 午前９時30分
　　　解散/大雄山線　大雄山駅
　　　　　 午後３時30分ころ
コース　新松田駅→三角土手→文

久橋→十文字橋→宮台自治
会館（昼食）→龍福寺→大雄
山駅（約10㎞）

定員　30人（申込順）
費用　500円（傷害保険、資料代）
持ち物　弁当、飲み物、健康保険証

　（コピー可）
主催　足柄観光ガイドの会
申込　11月10日（土）までに電話ま

たはファックス（①氏名②
住所③年齢④電話番号を明
記）で申し込んでください。

　　　足柄観光ガイドの会　高橋
　　　☎090-7700-9489
　　　　0463-88-0750

晩秋の足柄道を歩こう
参加者募集

　ロック、フォーク、ポップス、ブ
ルーグラス、フュージョンなどの
ポピュラーミュージックを愛する
地元系音楽家の祭典です。幅広い
ジャンルの出演者による熱い演奏
をお楽しみください。
日時　11月18日（日）
　　　12時30分～18時30分
場所　南足柄市文化会館大ホール

（南足柄市関本415-1）
入場料　無料（全席自由）
出演者　足柄合唱団、Air & Groo

ve 3rd Fusion Session、
APEX、M・S・G、KAMIGUN、
カラメル、川崎円、K & K、
Gomen's×Suman's、ちえの
屋、馬場まどか、Making 
Plan（出演者は変更になる
場合があります。）

　　　南足柄市ポピュラーミュー
ジックフェスティバル実行
委員会事務局（南足柄市文
化会館内）☎ 73-5111

　　http://www.geocities.jp/pop
_music_fes/

南足柄市制40周年・南足柄市文化
会館20周年記念事業

第17回
南足柄市ポピュラー

ミュージックフェスティバル

寄　　附

ほたる推進活動事業として
100,000円

環境応援団いっぽ
（代表　前田直昭）

氏　　名 性別 保　護　者 地　区 氏　　名 性別 保　護　者 地　区

二村　和樹
片野雅玖斗
大槻　杏菜
呉地　　迅
永山　　諒
高村嘉維人
松下　琉斗

男

男

女

男

男

男

男

晃　雄・真由美

達　也・悦　子

剣　吾・亜　希

優　太・美　貴

文　夫・彰　乃

嘉　寿・奈津子

貴　仁・　梢

下　島

下　島

榎　本

上延沢

中家村

下　島

伊部　士龍
竹内　竜羽
鈴木　羽希
中山　羽奈
梶谷　優希
池谷　跳馬

男

男

女

女

女

男

恭　一・誉　子

慎之助・礼　子

　厚　・あゆ美

　崇　・睦　美

和　義・圭　子

穂　高・夏　子

下　島

下　島

中家村

上延沢

宮　台

上　島

ふた むら かず き

かた

おお

くれ

なが

ち じん

やま

たか むら か い と

まつ

い べ し りゅう

たけ うち りゅう は

すず き う き

なか やま は な

かじ がや ゆ き

いけ や しゅう ま

した りゅう と

りょう

つき あん な

の くが と

パレット
ガーデン

問

申・問

申・問


