
故　石井　勝さん（榎本）

スポーツ大会の結果

瑞宝双光章受章

　３月25日にご逝去された元消防団
長・石井勝さんは、多年にわたる功
績が認められ、瑞宝双光章を受章
されました。
　故石井勝さんは昭和46年４月、
特設第２分団に入団し、同分団長
を経て、平成18年４月から平成27年
３月までの９年間、町消防団長を務
められました。その間、団員はもとよ
り、地域住民の信頼と敬愛も厚く、
積極的に消防団の運営と消防活動
の充実強化に尽力されました。

人権擁護委員に対する
法務大臣表彰

　任期満了により、露木ユキ江さん
（牛島・在任期間３期９年）が人権
擁護委員を退任しました。長年の功
績をたたえて法務大臣から感謝状
が贈られました。

人権擁護委員に
下澤順子さんが就任

　下澤順子さんが人権擁護委員に
就任され、法務大臣から委嘱され
ました。任期は７月１日から３年間
です。

【人権・行政相談】
　町民の皆さんの身近にある人権
相談の窓口です。相談は無料で、
秘密は守られます。気軽にご相談
ください。
日時　毎月第２水曜日
　　　９時30分～11時30分
場所　町民センター２階会議室
●問　福祉課　☎84‐0316

第35回身体障害者協力登山会
第31回光を浴びよう車いすハイキ
ングの会
身体障害者協力登山会　
〈富士山・お中道散策ハイキング〉
参加者・支援ボランティア募集

日程　８月２日（日）
場所　富士山　お中道

（小田原駅西口集合・解散）
募集人数
　・身体障害者
　車いす使用者　　　 16人 
　車いす以外の方　　 20人 
・支援ボランティア　 118人 

募集締切　７月26日（日）

費用　・身体障害者　　　　無料
　　　・支援ボランティア

一般　　　　  5,900円
大学、高校生　 3,500円
中学生　　　  2,500円
小学生　　　  1,700円

●申●問  山岳集団ベルククラブ
本部代表事務所（室井方）
〒250‐0011
小田原市栄町2‐12‐40
　☎　23‐0416
　　23‐6290
※電話による問い合わせは
　午後６時以降。

第 53回町内サッカー大会

 日程　 ５月10日（日）・17日（日）
場所　開成水辺スポーツ公園

サッカー場
結果　優　勝　サイゼリヤ

準優勝　ベレッセ
第３位　文命中学校Ａ

平成27年度第１回
町内バスケットボール大会

 日程　 ６月14日（日）
場所　文命中学校体育館
結果　優　勝　Quick-Tempers

準優勝　GUNS
第３位　Rising-K　
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もえるごみデータ
5月分収集量

※収集量は昨年同月比約6％減となり、収集運搬費は約16万1千円
　（今年度収集単価換算）減らすことができました。

※毎月納付以外のものを記載しています。 

・固定資産税（2期）　　　・上・下水道使用料（2期）　　

・国民健康保険税（2期）　・後期高齢者医療保険料（1期）

・介護保険料（2期）

・固定資産税（2期）　　　・上・下水道使用料（2期）　　

・国民健康保険税（2期）　・後期高齢者医療保険料（1期）

・介護保険料（2期）

人口と世帯　6月１日現在（　）内は前月比
～平成27年10月1日に国勢調査が実施されます～

安全データ　5月分（　）内は1月からの累計    

降　水　量　5月分（　）内は昨年5月分

◆人　口　17,046人（17）

　男　　　  8,305人（6）

　女　　　  8,741人（11）

◆交通事故件　1件（13）

　死亡　0人（0）

　重傷　0人（0）

　軽傷　1人（15）

◆降水量　103㎜（102㎜）

◆世帯数　6,303世帯（11）

◆出　生　　　 15人
◆死　亡　　　  8人
※平成22年国勢調査からの推計です。

◆火災発生件数

　　　　　　　　　0件（0）

◆救急出動回数

　　　　　　　43件（243）

◆雨　 3日（10日）

7月31日㈮

当番期間 漏水当番水道業者

7/  1～7/  7 ㈲コーユー

7/  8～7/14 ㈲鈴木設備

7/15～7/21 ㈱西湘設備工業

7/22～7/28 ㈱神成工業

7/29～7/31 ㈲キタムラ

☎85-3108

☎83-7900

☎82-9916

☎83-3387

☎82-0721

約244t（約259t）
　（　　）内は昨年5月分

収集運搬費　約258万円（4月からの累計約508万円）

道路などで漏水を発
見したら、役場又は
次の指定業者に連絡
してください。

表　　彰 募　　集お知らせ

氏　　名 性別 保　護　者 地　区

　 　

　

氏　　名 性別 保　護　者 地　区

5月16日から6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）
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下澤　順子さん（円中）

FAX

あじさいちゃんフェイスブック始めました
●問　企画政策課　☎84－0312

　あじさいちゃんが、大好き
な開成町をみんなにアピー
ルするため、フェイスブック
を始めました。
　みんなの“いいね！”をお待
ちしています。

https://www.facebook.com/kaisei.ajisaichan




