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社会福祉事業として

５０，０００円

茶道裏千家

淡交会 小田原支部

阿部 玲子さん（上島）

長年にわたり犯罪や非行のない
社会づくりのために更生保護事業
に功労されたことに対し表彰され
ました。

露木 順一さん（牛島）

長年にわたり犯罪や非行のない
社会づくりのために更生保護事業
に功労されたことに対し表彰され
ました。

開成小学校

教職員が家庭や地域社会と連携
し、交通安全教育の推進に努力し
たことが認められ、神奈川県教育
委員会から表彰されました。

開成小学校父母と先生の会

地域社会・行政と連携し、児童
への交通安全・防犯の意識啓発・
高揚に寄与し表彰されました。

小野 登美枝さん（中家村）

統計調査員として経済産業省所
管の統計調査に１０回以上従事され
たことに対し表彰されました。

地球の年齢は、４６億年です。こ
のとてつもない長い時間の中で、
地球はどんな運命をたどってきた
のでしょう。海や大気をつくり、
生命をうみだしました。大きな環
境の変化を何度も経験してきまし
た。地球の歴史は、岩石や地層の
中に残されています。

しら

この企画展では、地質写真家白
お もと まろ

尾元理氏が、世界各地で撮影した
さまざまな地質景観の写真と解説
に岩石、化石を加えて紹介します。
開催期間は２月２２日（日）までです。
●問神奈川県立生命の星・地球博物館
企画普及課
（小田原市入生田４９９）
�２１－１５１５

定額給付金については、現在国
が内容の検討をしておりますので、
町などが町民の皆さんにお問い合
わせをすることはありません。
具体的な給付方法などが決まり
次第、町から速やかに広報いたし
ます。

市区町村や総務省が町民の皆さ
んに次のようなことをお願いする
ことは絶対にありません。

・ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの
現金自動預払機）の操作をお願
いすること。
・ＡＴＭを自分で操作して、他人
からお金を振り込んでもらうこと。
・定額給付金の給付のために、手
数料などの振込を求めること。
・皆さんの世帯構成や銀行の口座
番号などの個人情報を照会する
こと。

自宅や職場などに市区町村や総
務省（の職員）などをかたった電
話がかかってきたり、郵便が届い
たりしたら、迷わず、市区町村や
警察署、または警察相談電話（♯
９１１０）にご連絡ください。

詳しくは、総務省
http : //www.soumu.go.jp/menu＿００
/important/topics０８１１１４.html

●問企画政策課 �８４－０３１２

文部科学省所管の�国際青少年
研修協会では、春休み海外派遣事
業の参加者を募集します。体験を
通して、お互いの理解や交流を深
め、国際性を養うことを目的に実
施します。

期間 ３月２６日～４月６日
（８～１２日間）

内容 ホームステイ・学校体験・
英語研修・野外活動・ボラン
ティア体験・文化交流・地域
見学など

派遣先 アメリカ、イギリス、オ
ーストラリア、カナダ、ニュ
ージーランド、フィジー、カ
ンボジア

対象 小学２年生～高校３年生
費用 ２８．５～３８万円（共通経費３

万円が別途かかります）
締切 ２月６日（金）まで
�申●問・資料請求

�国際青少年研修協会
〒１６０‐０００４東京都新宿区
四谷２‐１１大村ビル３階
�０３－３３５９－８４２１
FAX ０３－３３５４－２２０７
info@kskk.or.jp

http : //www.kskk.or.jp

日程 １１月２３日（日）
場所 開成小学校体育館
結果

【男子の部】（敬称略）

優 勝 柳田篤史・大木仁
準優勝 坪井知也・齋藤雅也
３ 位 井上昇・伊藤裕一

村松直樹・露木雅人
【女子の部】（敬称略）
優 勝 二見景子・養田海恵
準優勝 小野弓美子・飯田サト子

日程 １２月７日（日）
場所 町内・水辺スポーツ公園
結果

優 勝 円中チーム
１時間１１分３７秒

準優勝 牛島チーム
１時間１２分００秒

３ 位 岡野・金井島チーム
１時間１２分１６秒

敢闘賞 下延沢チーム
１時間１５分４６秒
（昨年９位→８位）

日程 １２月６日（土）
場所 文命中学校体育館
結果

優 勝 ４６５ブルドックス
準優勝 開成チーム

広報かいせい１２月号に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたし
ます。

Ｐ．１９
インフォメーションの「表彰」

に掲載しました久本さんのお名前

（誤）久本 昌則
（正）久本 晶則

●統計かいせい
人口と世帯 １２月１日現在

（ ）内は前月比
◆人 口 １６，２４５人（２０）

男 ７，９６８人（１２）
女 ８，２７７人（８）

◆世帯数 ５，６７６世帯（８）
※平成１７年国勢調査からの推計です。

安全データ １１月分
（ ）内は１月からの累計

◆交通事故件数 ５件（６３）
死亡０人（０）
重傷０人（３）
軽傷７人（７７）

◆火災発生件数 ０件
◆救急出動回数 ４３件（４１９）

降 水 量 １１月分
（ ）内は昨年１１月分

◆降水量 ６９�（２２）
◆降雨日 ７日（６）

ご み の 量 １１月分
（ ）内は昨年１１月分

◆もえるごみの量２３１ｔ（２６７）

●納期２月２日�
・町県民税（４期）
・国民健康保険税（８期）
・介護保険料（８期）
・上下水道使用料（５期）
・後期高齢者医療保険料（７期）
※毎月納付以外のものを記載しています。

●漏水当番

当番期間 漏水当番水道業者
１／１ �矢口水道工業 �８２‐２６５６
１／２ �コーユー �８５‐３１０８
１／３ �鈴木設備 �３６‐１５８２
１／４ �西湘設備工業 �８２‐９９１６
１／５～１／６ �神成工業 �７４‐０３９３
１／７～１／１３ �キタムラ �８２‐０７２１
１／１４～１／２０ �共和衛生工業 �８２‐００３０
１／２１～１／２７ �草柳設備 �８２‐６３２３
１／２８～２／３ �矢口水道工業 �８２‐２６５６

平成２０年度優良ＰＴＡ
神奈川県教育委員会表彰寄 附 お知らせ 募 集

定額給付金の給付をよそおった
「振り込め詐欺」や「個人情報
の詐取」にご注意ください

小学生～高校生のための
春休み海外派遣事業参加者募集

第４３回町内駅伝競走大会

表 彰
平成２０年度経済産業省所管統
計調査功労統計調査員感謝状関東地方保護司連盟会長表彰

案 内横浜保護観察所長表彰
平成２０年度第２回

町内バスケットボール大会神奈川県立生命の星・地球博物館
企画展「４６億年 地球のしごと
～地質写真家が見た世界の地形～」開催

平成２０年度交通安全
優良学校表彰 訂 正

スポーツ大会の結果

第１８回町内バドミントン大会
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