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12月16日から１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）

氏　　名 性別 保　護　者 地　区 氏　　名 性別 保　護　者 地　区

庄司　心花

髙橋　良斗

野　紗矢香

前沢　悠斗

女

男

女

男

正　則・悠　子

　淳　・美　穂

　勇　・文　子

賢　司・かおる

上延沢

下　島

河原町

しょう じ ここ な

たか はし よし と

おぎ の さ や

まえ ざわ はる と

か

林　　優依

鈴木　楓花

一二三　善

女

女

男

幹　倫・広　美

　涼　・朋　子

　晃　・千　明

上延沢

榎　本

下　島

すず

はやし

き ふう か

ひ ふ み ぜん

ゆ い

寄　　附

一般寄附として100,000円

（匿名　南足柄市在住）

 
・固定資産税(４期)

・国民健康保険税(９期)

・介護保険料(９期)

・し尿処理手数料（12,１月分）

・後期高齢者医療保険料 (８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
  12月分収集量

（　 ）内は昨年12月分 

収集運搬費 約252万円（4月からの累計約2,383万円）

約242t(約259t)

２月28日(木)

 

※収集量は昨年同月比約6%減となり、収集運搬費は約17万4千円減
　らすことができました。

◆人口  16,692人（19） ◆世帯数　5,990世帯（13）

男  8,150人（６） 
女  8,542人（13） ※平成22年国勢調査からの推計です。   

◆交通事故件数 ８件（52）

0件（１）  死亡 ０人（０）

重傷 ０人（１） ◆救急出動回数 

62件（537）  軽傷 10人（57）

◆降水量　121.5　　㎜（84㎜)　◆雨　11日（６日）      

人口と世帯 

安全データ   12月分 

降　水　量 12月分 

（　)内は1月からの累計     

（　)内は昨年12月分

（　)内は前月比１月１日現在  

◆火災発生件数   

１/30～２/  5
２/ ６～２/12
２/13～２/19
２/20～２/26
２/27～３/  5

㈱西湘設備工業
㈱神成工業
㈱キタムラ
㈲草柳設備
㈲矢口水道工業

☎８２－９９１６
☎８３－３３８７
☎８２－０７２１
☎８２－６３２３
☎８２－２６５６

当番期間 漏水当番水道業者

表　　彰

　小学 4年生を対象に公益財団法
人神奈川県下水道公社主催のコン
クールがあり、4,757 点の応募の
中から入賞され、12月15日（土）茅ヶ
崎市民文化会館にて表彰式が行わ
れました。
ポスターの部

　　　　開成南小学校4年
　　　　草柳　咲穂さん
書道の部

開成南小学校4年
近勢　真由さん

書道の部

開成南小学校4年
三重野　大翔さん

平成24年度
下水道作品コンクール

募　　集

日時　3月11日（月）
　　　13時 ～ 17時
内容
　○事業紹介
　・酒匂川の治水について
　・土砂災害の恐ろしさについて
　○現場見学会　
　・（仮称）酒匂川2号橋建設現
　　場見学会（バスで移動）　　
集合　足柄上合同庁舎2階大会議室
定員　40人（年齢性別不問・参加

費無料、応募者が多数の場
合は抽選）

申込　2月20日（水）までに電話または
ファックスで住所、氏名、
電話番号を明記のうえ（複
数参加の場合は、代表者と
参加者の住所、氏名を明記）
申し込んでください。
神奈川県県西土木事務所

　　　☎83-5111（ 内線210）
　　　　83-7532

神奈川県県西土木事務所
県民交流事業講座

　スクエアダンスは４組のカップ
ル（８人）がすてきなメロディの
曲に乗ってマスゲームのような隊
形で踊るレクリエーションダンス
です。
日時　2月15日（金）～5月24日（金）
　　　毎週金曜日（全15週）
　　　19時～21時
場所　開成町民センター
定員　８人程度
費用　3,500 円（テキスト代、会

場費ほか）
持ち物　動きやすい服装、靴

足柄スクエアダンスクラブ
　　　事務局  岩原☎76－４４２６

酒匂川ふれあい館祭り スクエアダンスビギナー
教室

問・申

問・申

問・申

パレット
ガーデン

場所　町民センター２階中会議室Ｂ
対象　町内在住・在勤の高校生以

上の方
内容　・役員の選出について
　　　・ 町内テニス大会等の企画・

　運営について
　　　・年間計画・予算について
　　　・町スポーツ行事への協力

　について
　　石川
　　　☎・　　74－２７１９　　
　　　 ae7ti2@bma.biglobe.ne.jp

開成ミニバスケットボールクラブ男子
県大会出場!!

　町体育協会の14番目の専門部とな
る「硬式テニス部」を新設するため、
第１回「硬式テニス部」設立準備会を
開催します。
　町内テニス大会やテニス教室など
を町体育協会硬式テニス部員とし
て、企画・運営することに興味があ
る方は、ぜひ参加してください。
日時　２月９日（土）19 時～

　11月18日（日）から開催された第15回小田原ミ
ニバス連盟杯兼全国大会予選（男子全16チーム
参加）において、開成ミニバスケットボールク
ラブ男子は、予選リーグ、決勝トーナメントを
順当に勝ち進み優勝し、1月12日（土）から開催
された県大会へ出場しました。
　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。

開成町体育協会硬式テニス部
設立準備会

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

 写真募集
テーマ・旧街道―古き良き街道
　　　・酒匂川流域の風景
応募要件　本人が撮影した作品で

あり、四ツ切以下、デジタ
ルは A4 サイズ以下

　　　（展示した写真は、展示期間
終了後に返却します）

応募期間 
2月2日（土）～2月16日（土） 

応募方法　住所、氏名、電話番号、
撮影場所を明記のうえ、応
募期間内の土曜日（10時～
15時）に酒匂川ふれあい館
まで持参または、郵送
〒250-0851
 小田原市曽比3211-6
新井 進　☎090-8022-7045

 展　　示
展示期間

2月2日（土）～3月10日（日）
までの土・日曜日

場所　 酒匂川ふれあい館
 同時開催

『The Hideki』写真展　　
　　　        　　　　 

日時　2月2日（土） ～ 3月10日（日）
までの土・日曜日

　　　10時 ～ 15時
テーマ　 「旧街道」
入館料　無料
主催 　酒匂川ネットワーク会議 
協力 　開成町消防友の会

問

ち か

み え の ひ ろ と

せ

く さ さ き ほやなぎ

ま ゆ
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