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ご存知ですか？検察審査会

第３回あしがら広域圏ネットワーク
小学生酒匂川駅伝競走大会
日程

２月１４日（土）

場所

南足柄市営大口河川敷グラ

交通事故、詐欺、おどしなどの
犯罪の被害にあい、警察や検察庁

結果
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で、秘密は固く守られます。

応募用紙に!表題（自

日本国籍を有し、平成

●統計かいせい
人口と世帯

2 月 1 日現在

◆人

）内は前月比

口

16,242 人（8）

男

7,963 人（2）

女

8,279 人（6）

◆世帯数

5,674 世帯（7）

※平成 17 年国勢調査からの推計です。
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自衛隊幹部候補生募集
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横浜自動車保険請求相談センター

ファックス

クラブ

安全データ

1 月分
（

）内は 1 月からの累計

◆交通事故件数

8 件（8）

死亡 0 人（0）
重傷 0 人（0）
軽傷 8 人（8）

社会貢献、文化・学習・スポーツ
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活動、就業・就学など、その生活
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◆救急出動回数
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事件を起訴しなかったことのよし

会とのかかわりの中で具体的経験

ったきっかけを記載の上、作品

を通じて考えたこと、意見、主張。

にクリップで添付。
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問 横浜地方裁判所小田原支部内
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※１７日（日）は飛行要員希望者のみ

・厚生労働大臣賞…各１編

枚以内

・札幌市長賞…各１編
応募用紙に!表題（自

あしを審査します。

〜５月１２日（火）

当日消印有効

・北海道知事賞…各１編
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、#生

４月１日（水）

試験日

×２
０行の縦書きＡ４サイズ）５
記載内容

受付期間

４月３０日（木）
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内
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カレンダーは３月１３日（金）から

お願い

平成２０年度版のカレ

＊入賞発表は、７月下旬に入賞

会に加入していないかたや２世帯

きは、プラスチック製のフック

きっかけ、(現在の職業または

者のかたに直接通知します。

住宅のためカレンダーが必要なか

の部分は取り外して、「もえる

たは、役場総合窓口課で１６日以降

ごみ」にお出しください。カレ

にお受け取りください。

ンダーの本体部分は、「資源ご

ります。

交通事故の解決でお困りのかた
のために、自賠責保険・任意の自

「長寿社会・小学生作文」

・応募は一人一編に限ります。

動車保険や政府の保障事業への請

「長寿社会・小学生の絵」

・入賞作品の全ての権利は、-

求方法などの相談をお受けします。

テーマ
「おじいちゃん

長寿社会開発センターに帰属
おばあちゃん」

応募作品
祖父や祖母、曽祖父や曽祖母、

します。
・応募作品は返却いたしません。
申●
問 -長寿社会開発センター
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あるいは近所のお年寄りなど高

「長寿社会・私の主張」等コ

齢者に関すること。

ンクール事務局

〔作文〕高齢者との交流を通じ
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142"（37）

◆降雨日

6 日（10）
1 月分
（

話番号'本コンクールを知った

横浜自動車保険請求相談
センター「無料相談」

カレンダーには、町や学校、自
治会の行事、ごみの収集日、健康
カレンダーなど開成町での暮らし

月曜日〜金曜日（祝日を

に役立つ情報を掲載しています。

除く）９時〜１２時、１
３時〜１７

近隣市町のイベントも掲載してい

時（来訪の場合は事前に連絡

ますので、お出かけの際にお役立

をしてください。）

てください。

相談日

※弁護士相談は毎週水曜日
１３時〜１
７時（予約制・要面談）

）内は昨年 1 月分

◆降水量

ごみの量

自治会を通して配布します。自治

・応募作品は未発表のものに限

1 月分

（小田原市栄町１‐１４‐９ＮＴビル

・審査委員特別賞・佳作（若干）

プで添付。

量

（小田原市本町１‐
７‐
９）

・-長寿社会開発センター

注意事項

水

（

年月日、$年齢、%住所、&電

前職を記載の上、作品にクリッ
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*０３−５４７０−６７５３
（企画振興部）

用紙はＨＰからダウンロード

るもの。

大会（ねんりんピック北海道・札
私の主張」等コンクール
（３部門）

問 ,日本損害保険協会関東支部
●

て学んだことや思ったことであ

問 問い合わせ先
●

ンダーを処分すると

）内は昨年 1 月分

◆もえるごみの量 262ｔ（273）

●納期 3 月 31 日（火）
・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。

み」にお出しください。

●漏水当番
当番期間

漏水当番水道業者

3／1〜3／3 #神成工業

!７４‐０３９３

3／4〜3／10 #キタムラ

!８２‐０７２１

3／11〜3／17 $共和衛生工業

!８２‐００３０

3／18〜3／24 $草柳設備

!８２‐６３２３

3／25〜3／31 $矢口水道工業

!８２‐２６５６

広報かいせい ２００９．
３．
１
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