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社会福祉事業資金として

１０万円

中原 康雄さん（小田原市）

◆平成２２年歌会始のお題

「光」と定められました。
ひかり

お題は「光」ですが、「光」の
げつくわう（こう）

文字を使用していれば「 月 光 」
のように熟語にしても、また、「光
る」のように訓読しても差し支え
ありません。

◆詠進歌の詠進要領

� 詠進歌は、お題を詠み込んだ
自作の短歌で一人一首とし、未
発表のものに限ります。

� 書式は、半紙（習字用の半紙）
を横長に用い、右半分にお題と
短歌、左半分に郵便番号、住所、
電話番号、氏名（本名、ふりが
なつき）、生年月日および職業
（なるべく具体的に）を縦書き
で書いてください。
無職の場合は、「無職」と書
いてください。（以前に職業に
就いたことがある場合には、な
るべく元の職業を書いてくださ
い）
なお、主婦の場合は、単に「主

婦」と書いても差し支えありま
せん。

� 用紙は、半紙とし、記載事項
はすべて毛筆で自書してくださ
い。ただし、海外から詠進する
場合は、用紙は随意（ただし、

半紙サイズ２４�×３３�の横長）
とし、毛筆でなくても差し支え
ありません。
� 病気または身体障害のため毛
筆にて自筆することができない
場合は次のよることができます。
・代筆（墨書）による。代筆の理
由、代筆者の住所および氏名を
別紙に書いて詠進歌に添えてく
ださい。
・本人がワープロやパソコンなど
を使用して印字する。この場合、
これらの機器を使用した理由を
別紙に書いて詠進歌に添えてく
ださい。
・視覚障害の方は点字で詠進して
も差し支えありません。

◆注意事項

次の場合には、詠進歌は失格と
なります。
・お題を詠み込んでいない場合・
短歌の定形でないものまた用紙
が縦長の場合
・一人で二首以上詠進した場合や
毛筆でない場合
・詠進歌がすでに発表された短歌
と同一または著しく類似した短
歌である場合
・詠進歌を歌会始の行われる以前
に、新聞、雑誌、その他の出版
物、年賀状等により発表した場
合
・代筆の理由書を添えた場合を除
き、同筆と認められるすべての
詠進歌
・住所、氏名、生年月日、職業を
書いていないものその他この詠
進要領によらない場合

（個人情報の取扱い）

・利用目的
記載いただいた個人情報は、
歌会始のために必要な範囲で利
用します。

・利用および提供の制限
法令に基づく開示要請があっ
た場合その他特別な理由を除き、
利用目的以外の目的のために自
ら利用し、または第三者に提供
しません。

◆詠進の期間

９月３０日（水）まで
郵送の場合は、消印が９月３０日

（水）までのものを有効とします。

◆郵便のあて先

「〒１００‐８１１１ 宮内庁」
封筒に「詠進歌」と書き添えて
ください。詠進歌は、小さく折っ
て封入して差し支えありません。

◆詠進歌についての問合せ

宮内庁式部職あてに、郵便番号、
住所、氏名を書き、返信用切手を
はった封筒を添えて、９月２０日
（日）までにお問合せください。
宮内庁ホームページ

http : //www.kunaicho.go.jp/

秦野市と開成町で図書館（室）
の広域利用を開始します。４月１
日（水）から、それぞれの市町の住
民の方がいずれの図書館（室）で
も直接ご利用することができます。
図書館を初めて利用される方は
住所、氏名の確認できるもの（免
許証、保険証など）を持参し、登
録してください。
また、借りた本は、借りた図書
館（室）に返すことや図書館（室）
により、冊数、期限の借出内容が
異なるなど決まりがありますので、

詳しくは図書館（室）にお問い合
わせください。

《 秦野市立図書館 》

秦野市平沢９４‐１
�０４６３－８１－７０１２
◆開館時間

（水・木・金）
午前９時から午後７時
（火・土・日・祝）
午前９時から午後５時

◆休館日

月曜日、資料整理休館日（月末
金曜日）、年末年始、資料特別整
理期間
◆利用冊数

８冊まで（ＡＶは２点まで）
◆利用期限 ２週間

※なお、県西地域２市８町（小田
原市・南足柄市・中井町・大井
町・松田町・山北町・開成町・
箱根町・真鶴町・湯河原町）は、
平成６年１１月から広域利用が実
施されています。それぞれの図
書館（室）をご利用できます。

●問生涯学習課 �８２－５２２１

日程 ２月８日（日）
場所 秦野市中央運動公園

～県立相模湖公園
（７区間、５１．５�）

結果 総合（３０市町参加） ２８位
町村の部（１１町参加）１０位

日程 ３月１日（日）・８日（日）
場所 水辺スポーツ公園

サッカー場
結果 優 勝 ブルーヒップ

準優勝 サイゼリヤ
３ 位 文命中学校Ａ、

スピリタス

日程 ３月１５日（日）
場所 文命中学校体育館
結果 上位トーナメント／

優 勝 開成クラブ
準優勝 カツオ
３ 位 コンクリ

ＭＳＫ
下位トーナメント／
優 勝 文中Ｂ
準優勝 文中Ａ
３ 位 文中Ｃ

文中Ｆ

広報かいせい３月号に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたし
ます。

表紙で、２００８開成フォトコンテ
スト審査結果に掲載しました議会
議長賞の松原さんのご住所

（誤）松原 哲さん（秦野市）
（正）松原 哲さん（藤沢市）

●統計かいせい
人口と世帯 3月 1日現在

（ ）内は前月比

◆人 口 16，220人（△22）

男 17，953人（△10）

女 18，267人（△12）

◆世帯数 15，676世帯（2）

※平成 17年国勢調査からの推計です。

安全データ 1月分

（ ）内は 1月からの累計

◆交通事故件数 7件（15）

死亡 0人（0）

重傷 0人（0）

軽傷 10人（18）

◆火災発生件数 1件（1）

◆救急出動回数 47件（54）

降 水 量 2月分

（ ）内は昨年 2月分

◆降水量 82�（46.5）
◆降雨日 9日（7）

●納期 4 月 30日（木）
・し尿処理手数料（2，3月分）

※毎月納付以外のものを記載しています。

2 月分 208ｔ（219 t）
（ ）内は昨年 2月分

4 月～2月分累計 2,904ｔ（3,011 t）
（ ）内は平成１９年度

●漏水当番

もえるごみの量

当番期間 漏水当番水道業者

4／1～4／7 �コーユー �８５‐３１０８
4／8～4／14 �鈴木設備 �８３‐７９００
4／15～4／21 �西湘設備工業 �８２‐９９１６
4／22～4／28 �神成工業 �８３‐３３８７
4／29～5／5 �キタムラ �８２‐０７２１

第４１回 町内サッカー大会寄 附

募 集
平成２０年度町内卓球大会

平成２２年歌会始のお題および
詠進歌の詠進要領…宮内庁

案 内

秦野市立図書館との
広域利用開始 スポーツ大会の結果

訂 正第６３回市町村対抗
「かながわ駅伝」競走大会
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