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氏　　名 性別 保　護　者 地　区 氏　　名 性別 保　護　者 地　区
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佐宗　琉唯
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長副　桂大

伊藤　啓汰

加藤　白雪
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・国民健康保険税(10期)

・介護保険料(10期)

・上下水道使用料（6期）

・下水道受益者負担金（4期）

・後期高齢者医療保険料 (9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。    

  １月分収集量
（　 ）内は昨年12月分 

収集運搬費 約262万円（4月からの累計約2,645万円）

約252t(約256t)

４月1日(月)

 

※収集量は昨年同月比約2%減となり、収集運搬費は約4万円減
　らすことができました。

◆人口  16,693人（１） ◆世帯数　5,990世帯（０）

男  8,154人（４） 
女  8,539人（-3） ※平成22年国勢調査からの推計です。   

◆交通事故件数 ３件（３）

０件（０）  死亡 ０人（０）

重傷 ０人（０） ◆救急出動回数 

45件（45）  軽傷 ３人（３）

◆降水量　59.5　　㎜（54.5㎜)　◆雨　４日（７日）      

人口と世帯 

安全データ   １月分 

降　水　量 １月分 

（　)内は１月からの累計     

（　)内は昨年１月分

（　)内は前月比２月１日現在  

◆火災発生件数   

２/27～３/  5
３/ ６～３/12
３/13～３/19
３/20～３/26
３/27～３/31

㈲矢口水道工業
㈲コーユー
㈲鈴木設備　
㈱西湘設備工業
㈱神成工業

☎８２－２６５６
☎８５－３１０８
☎８３－７９００
☎８２－９９１６
☎８３－３３８７

当番期間 漏水当番水道業者

表　　彰

　１月28日（月）、学校教育におけ
る教育実践などに顕著な成果をあ
げられた優秀な教員として表彰さ
れました。

樋口　哲生さん（文命中学校）

文部科学大臣優秀教員表彰

案　　内

　来日中の歌手ポール・ガランと、
あしがら在住の音楽好きがコラボ
して平和をテーマに、一日生ライ
ブ！蔵の前にはフードコーナーも
出現！！ チャリティーライブへの
カンパでPeaceチケットを手に入
れて、一緒に集いましょう！
日時　3月10日（日）
　　　11時～16時
場所　あしがり郷瀬戸屋敷 土蔵
協賛　ちえのわハウス
　　ホップス　北口 
☎　　090-8779-3908
　　　peaceful-live@mail.goo.ne.jp
　　　http://blog.goo.ne.jp/peacef
　　　ul-live

Peaceful Live2013

募　　集

―新入団員説明会―
日時　3月24日（日）
　　　10時～12時
場所　尊徳記念館研修室
対象　幼稚園年長クラス～高校生

ガールスカウト神奈川県第55団
新入団員募集

　尊徳先生の教えを田んぼや畑の
体験活動で実践する楽校です。
内容
　４月：開校式＆畑づくり ５月
：田植え ６月：野菜収穫と調理 
７月：報徳学習 ８月：川遊び ９
月：稲刈り 10月：子ども報徳市 
11月：森と石窯ピザ 12月：みか
ん狩り／もちつき／修了式
場所　西大井周辺の報徳農場の畑

と田んぼ
対象　小学校1年生～6年生
　　　（弟・妹・親の参加可能）
定員　小学生40人（30家族）
費用　小学生5,000円/年 

（保険代、材料代など、米
2kg進呈）園児は1,000円/年

主催　小田原報徳実践会
後援　2市4町教育委員会　
協力　株式会社報徳農場
申込期間　2月20日（水）～3月10日（日）
申込方法　児童と保護者の名前、
　　　　　住所、電話番号、メール

報徳楽校４期生募集

日時　3月16日（土）～4月7日（日）
　　　9時～16時
　　　（月曜・祝日の翌日は休園日）
場所　足柄森林公園　丸太の森
内容　春を告げる 1万株のカタク

リが 3月下旬から可憐な花
を見せてくれます。カタク
リ・フクジュソウ・ユキヤ
ナギ・オキナグサ・ヤマザ
クラ・クマガイソウなど、
いろいろな山野草が花開く
この時期、里山の春を楽し
んでみませんか。

費用　入園料のみ
申込　不要
　　開花状況はお問合せくださ
い。

　　　足柄森林公園丸太の森　　
　　　☎74-4510

花紀行　里山の春を楽しむ

問・申

問

問

パレット
ガーデン

パレット
ガーデン

パレット
ガーデン

１月16日から２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）

アドレス、学校名、新学年を
書いて、ファックス、メール
で申し込んでください。
自然学校指導者インストラ
クター 水野和則　

☎　　83－2829　
　　　zukamik@gmail.com

　　ガールスカウト神奈川県第
　　　55団委員長　伊丹早苗
☎　 　36-2063

日本剣道少年団研修会体験・
実践発表会で優良賞
日本剣道少年団研修会体験・
実践発表会で優良賞

　文命中学校1年生で南足柄剣友
会に所属する加藤亮さん（円中）
は、昨年12月に開催された剣道道
場連盟神奈川県予選を経て、1月
13日（日）に千葉県で開催された、
体験・実践発表会 関東大会へ出場
し、優良賞を受賞しました。
　加藤さんは、「神奈川県の代表
として、関東大会に出場したので
緊張しましたが、自分の力を精一
杯出すことができました。他の選
手の想いも聞くことができ、ます
ますやる気が出ました。これから
も稽古・剣道をがんばって行きた
いと思います」と話していまし
た。
今後の抱負：「剣道で学んだ良さや楽しさをこれから始める小・中学生に
知ってもらいたい。
一回でも多くの試合に勝つためにたくさんの稽古を積みがんばって行
きたい。」

ひ ぐ ち て つ お

第35回第35回

 もえるごみデータもえるごみデータ
問


