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▲昨年の正月の富士山の様子(大磯プリンスホテル敷地内)
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明けまして
おめでとうございます
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大磯町長

中
明けましておめでとうござい
ます︒
町民の皆さんにおかれまして
は︑希望に満ちた新年をお迎え
のことと︑心からお慶び申し上
げます︒
昨年は町政各般にわたり︑ご
理解とご協力をいただき︑厚く
お礼申し上げます︒
２期目がスタートした昨年は︑
１期目で掲げた﹁町民のための
町政﹂を念頭に︑未来を見据え
たまちづくりに向けての一歩を
踏み出す年となりました︒
少子高齢化や人口減少の進行
など︑乗り越えていかなければ
ならない大きな課題も多くあり
ますが︑﹁創志﹂﹁継志﹂この言葉
を胸に︑今まで進めてまいりま
した﹁健康﹂﹁教育﹂﹁子育て﹂﹁観
光﹂などへの取組みを充実させ︑
実現していく１年とすべく︑一
つひとつ丁寧に︑情熱をもち︑
次の世代に継げる大磯町の﹃創
生﹄に取り組んでまいります︒
昨年を振り返れば︑６月に太
平洋岸自転車道の起点となり︑
広域的な自転車ネットワークに
よる周遊を担う﹁ポートハウス
てるがさき﹂が新たな観光の拠
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大磯町議会議長

雄

て多いことは︑良いことである
と思っています︒しかし︑問題
は質問の中身なのです︒質問に
あたる議員の調査や勉強不足で
﹁お願いごと﹂で終っているこ
とが多々見受けられます︒
これからの少子高齢化社会に
向かって︑ますます地方自治体
には︑自分自身で生きていく力
が強く求められます︒だからこ
そ︑各議員は行政に対し厳しい
一般質問をすることが重要であ
り︑大切なことなのです︒議員
が厳しい質問をすることにより︑
行政側がより緊張感を持って職
務を行うことになり︑それが町
民サービスの向上︑自治体力の
強化につながると考えます︒
一般質問は︑議員の職責上の
重要な務めであり︑一般質問の
中身が向上すれば︑多くの町民
の皆様が議会に目を向けてくれ
るでしょう︒そのためにも︑議
員一人ひとりが調査研究に取組
み︑資質向上に努め︑より厳し
い一般質問となるよう願います︒
最後になりますが︑町民の皆
様のご健勝とご多幸をご祈念申
し上げ︑新年の議長挨拶とさせ
ていただきます︒

吉 川 重

点としてオープンし︑ 月には︑ 新年あけましておめでとうご
町の教育の新たな一歩として︑ ざいます︒新しい年を迎え︑い
基本理念を﹁いのち﹂﹁こころ﹂ かがお過ごしでしょうか︒昨年
と掲げ︑町全体で教育へ取り組 の７月に議長に就任して６カ月
む﹁教育大綱﹂を策定するなど︑ が経過しました︒先輩議長の後
着実な一歩を踏み出すことがで ろ姿を思い出しながら︑議長の
きた年でありました︒
職責を懸命に務めあげています︒
今年は︑踏み出したこの歩み
大磯町議会の憲法とも言える
を止めることなく︑第２子以降 議会基本条例が施行して７年目
の保育料の無料化や認定こども を迎え︑この条例に沿って毎年
園﹁あおばと﹂の開設︑食育指 開催してきた議会報告会も︑昨
導の機会とするスクールランチ 年 月で 回目となりました︒
︵中学校給食︶などの子育て・ 新しい試みとして︑参加された
教育施策をはじめ︑交通空白地 町民の皆様と議員とが４つのグ
域を解消するための乗り合いタ ループに分かれ︑膝を交えて意
クシーの実証運行など︑新たな 見交換をし︑最後に各グループ
事業にも積極的に取り組んでま から内容を公表し合うという取
いります︒さらに︑おあしす
り組みを行いました︒参加され
健康おおいぞ事業やロコモティ た町民の皆様から﹁来て良かっ
ブシンドローム予防事業などの た﹂﹁もっと時間が欲しい﹂など
健康施策や︑旧吉田茂邸の全面 の声をお聞きすることができま
開園に併せて郷土資料館をリニ した︒今後も︑少しずつですが︑
ューアルするなど︑文化・観光 議会活性化に向けて努力してま
の核づくりへの取組みも継続し いります︒
て進めてまいります︒
さて︑私が議長になってから
結びに︑本年が幸多き実りあ 気になっていることがあります︒
る年となりますよう心からお祈 それは﹁本会議での議員の一般
り申し上げ︑年頭のあいさつと 質問の内容﹂です︒他の議会と
させていただきます︒
比較すると︑本町議会で一般質
問を行う議員の人数がずば抜け
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古畑 敬子

(北海道・多額寄附)

百歳おめでとう

福祉課 ☎内線３０２

定せず︑地域の高齢者対象に行
っています︒ご本人にとって良
き話し相手になるよう︑丁寧に
話しを聴くように︑努めてます︒
◆ご苦労は︑多いですか？
近隣市町合同で研修会を行っ
ていますし︑﹁来訪を楽しみにし
ている﹂という言葉に励まされ
ています︒
◆今後の予定は？
多くの人にこの活動にご賛同
いただき︑訪問活動をこれから
も続けていきたいと思います︒

友愛チーム県知事表彰
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▲吉田典子さん

▲三田村千代子さん

大磯町表彰条例に基づき︑町政の発展に寄与された方々に対す
る表彰者が決定しました︒
多年にわたる町政へのご尽力とご功績に感謝申し上げます︒
︵順不同・敬称略︶

清水 弘子

(石神台・元町議会議員)

受賞おめでとうございます

杉﨑 英雄

(寺坂・元消防団長)
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ございます
西小磯東老人クラブが︑平成
吉田典子さん︵大磯︶が 月 ６年から行う奉仕活動により︑
に︑三田村千代子さん︵大磯︶ 県知事表彰されました︒
活動の内容について︑ご担当
が 月に満百歳のお誕生日を迎
の方にお話しを伺いました︒
えられました︒
◆どんな活動をしていますか？
これからも︑健康に留意され︑ 在宅の寝たきり高齢者︑認知
元気に過ごされますようお祈り 症高齢者又は一人暮らし高齢者
に対する奉仕活動を行っていま
いたします︒
す︒
６人でチームを組み︑月に
１・２回訪問し︑声掛けや情報
提供などの見守り活動を行って
います︒
◆活動を継続する中で︑気を付
けていることはありますか？
対象を老人クラブの会員に限

問

問

平成 年度神奈川県
献血推進功労者知事表彰受賞
27

月 日︵月︶︑
日本赤十字社
神奈川県支部において多年にわ
たる献血運動に貢献された功績
により︑東海大学医学部付属大
磯病院が県献血推進功労者知事
表彰を授与されました︒
11

スポーツ健康課
☎内線３０８
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福祉課 ☎内線３１６

問

後藤 公司

(月京・元消防分団長)

政策課 ☎内線２１３

問

問 産業観光課

︵ 月９日現在︶

大磯市で湘南地区
観光振興協議会の
イベント開催

町で毎月第３日曜日に開催さ
れている大磯市︵おおいそいち︶
に併せ︑町内のギャラリー等の
店を巡る︑フォトラリーを開催
します︒参加された方には︑素
敵な賞品をプレゼントします︒
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産業観光課 ☎内線３３４
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店舗

・ Shonan gallery
縁 ︵Ｈ 年から参加予定︶
・世代工房
・チェチリア工房
・ CHAIRO curry
・ tanetane
・つきやま
・とりふね舞踏舎
・布う
・ magnet
・未来天使 clohe
・無䟓庵
・ Little HOUSE
・わにのへそ
トを行っている訳ではありませ
ん︒
︶
Ｑ これからも参加できるの？
Ａ 参加希望店舗は随時受け付
けています︒また︑自宅を開放
してオープンギャラリーをした
い個人の参加もＯＫです︒
▼参加問合せ︵Ｅメール︶

28

info.tsukiyama@gmail.com

!!

▼日時 ２月 日︵日︶
雨
９時〜 時
※天順延
順延の場合は３月 日︵日︶
９時〜 時
▼会場 大磯港
▼参加受付 大磯市湘南地区観
光振興協議会特設ブース及び大
磯駅前特設ブースにてイベント
チラシを受け取ってください︒
▼参加費 無料
▼その他 参加に際し︑デジタ
ルカメラ︵携帯電話等可︶を持
参ください︒イベントは︑賞品
が無くなり次第終了します︒
▼主催 湘南地区観光振興協議
会
︵神奈川県・神奈川県観光協会
・藤沢市・茅ヶ崎市・平塚市・
寒川町・二宮町・大磯町︶

14

14

参加店

HP

12

大
※磯サンデーアートウォーク
は︑宝くじの社会貢献広報事
業として︑宝くじの受託事業
収入を財源として実施してい
るコミュニティ助成事業の一
環として開催されています︒

大
※磯市開催については︑大磯
市ホームページをご覧くださ
い︒

問

☎内線248
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・いろいろおおいそ
・大磯アートハウス
・ oiso1668
・大磯井上蒲鉾店
・大磯迎賓舘
・カフェぶらっと
・ Gallery kay
・ギャラリーさざれ石
毎月第３日曜日
・ギャラリーぶたのしっぽ
大磯市ついでのアートな散策
・グルニエメメ
・県立大磯城山公園
大磯市だけではもったいない︒
・今古今
ギャラリーやカフェを巡りなが
・ＳＡＬＯＮ ＤＥ ＤＡＨＵ
らゆったりとした時が流れる大
Ｑ 各ギャラリーの
磯を散策してみませんか？
展示内容は？
Ａ 毎月︑その月の第３日曜日
Ｑ サンデーアートウォークと
に開催しているギャラリー情報
は？
を専用のホームページに掲載し
Ａ 町内には︑専用のギャラリ
ています︒
ーだけでなく︑一般住宅や空き ものなど︑多様なギャラリーが
http://sundayartwalk.oison
家を活用したもの︑また店舗・ 存在しています︒こうした町の
ewspaper.com/
寺院・教会等の一部を利用した 特色を生かして︑これまではそ ︵ 全
※ての参加店が毎月イベン
れぞれのギャラリーが独立して
個展等を開催していましたが各
ギャラリーが連携し︑﹁大磯サ
ンデーアートウォーク﹂として︑
展示情報をまとめて提供し︑ア
ートな大磯散策を楽しんでもら
うイベントです︒また︑毎月第
３日曜日の大磯市と開催を併せ
ることで﹁大磯港＋町内ギャラ
リー巡り﹂として︑大磯全体を
楽しんでもらうことを目的とし
ています︒

大磯
サンデーアートウォーク
開催中！
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開催

消防出初式

新成人を祝う「成人式」を開催します。式典に引き続き、新
成人で構成する実行委員会の企画・運営による「新成人記念の
つどい」（ティーパーティ）も行います。ご出席の際は忘れず
に案内状を持参してください。
と き １月11日（月・祝）
受付12時50分〜（式典13時30分〜)
新成人記念のつどい（13時50分〜15時30分）
ところ 大磯プリンスホテル 国際会議場
対 象 平成７年４月２日〜平成８年４月１日生まれで、平
成27年12月１日現在大磯町に住民票のある方

▼▼

▼▼

▼

新春を迎え、消防職員、団員の士気高揚と職務遂
行への決意を新たに、消防出初式を開催します。
当日は、消防車両部隊の観閲、消防業務に係る表
彰及び感謝状の贈呈、大磯マーチングバンド・国府
中学校吹奏楽部・消防団員による演技等を行います。
また、式典終了後に消防車両展示を行います。
と き １月10日（日）10時〜
ところ 大磯運動公園多目的グラウンド
（雨天時中止）
※当日８時に消防団員招
集のためサイレンが鳴
りますので、災害と間
違えないようご注意く
ださい。

問

成人式を開催します

なお、式典を欠席された方には、後日記念品をお渡しします。
１月29日(金)までに町役場４階、教育委員会生涯学習課(土日を
除く８時30分〜17時15分)にお越しください。

◆◆ 成人式のお手伝いを募集 ◆◆
成人式の当日受付などを手伝っていただける、来年以降成人
式を迎える、16歳〜19歳の方を募集します。１月６日（水）まで
にご連絡ください。

消防総務課 ☎（61）0911

61

☎内線 323
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本来救急車とは急病人や怪我
人を︑救急救命士が応急処置を
行いながら適切な病院に少しで
も早く搬送するものです︒
救急車を要請すべき状態や︑
万一の時の応急手当などは︑救
命講習会でお伝えしています︒
また︑休日や夜間などで受診
する病院がわからない場合や救
急車を呼ぶべきか迷った場合は︑
消防署にご相談ください︒
消防署 ☎︵ ︶０９１１

浴室やトイレは、屋内の中で温度差がある場所です。血圧も変動し心筋伷塞など 問
の原因となります。温度差をなくす工夫をしましょう。（Ｈ27．１月号）
Ａ２ 救急搬送、救急診療に役立つ自分の情報を記載する物でしたね。まだ、お持ちで
ない方は、福祉課へお問合せください。（Ｈ27．３月号）
Ａ３ ＡＥＤは、突然死の原因とされる「心室細動（心臓がけいれんしている状態）
」
を、
電気ショックにより正常な状態に戻す医療機器です。（Ｈ27．５月号）
Ａ４ ケガは、皆さんの「ご家庭」で起こることが多いです。また、子どものケガは、
61
周りの大人が注意することで予防できます。（Ｈ27．11月号）
※ＡＥＤの使用方法や心肺蘇生法などの応急手当は、消防署の救命講習会
で習うことができます。ぜひ受講してください。

救急の現場から⑦

※答えは、後半にあります。

これまで救急救命士の立場か
ら町民の皆さんに︑救急現場で
感じた事や注意いただきたい事
柄をご紹介してきました︒今回
は︑前回までの事を少し振り返
ります︒

皆さん覚えていましたか？
記事を読んで︑少しずつ救急現
場への理解を深めていただけた
でしょうか？
私たち救急隊は︑皆さんの大
切な生命を守るため︑救急要請
に対応しています︒軽症で緊急
性もなく︑タクシーや家族の車
などで病院へ行くことができる
場合は︑救急車を要請せず受診
をしてください︒

Ｑ１ これからの寒い季節にトイレや浴室・脱衣所
で注意しなければならないことは？
Ｑ２ 「救急医療情報キット」や「救急あんしんカ
ード」の事を覚えていらっしゃいますか？
Ｑ３ ＡＥＤはどんな機械ですか？
Ｑ４ 救急出動でケガの多くはどこで
発生していますか？

Ａ１
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生涯学習課

隣接市町消防本部・大磯プリン
スホテル合同防災訓練実施のお
知らせ
大規模宿泊施設の客室から出
火したとの想定で︑大磯プリン
スホテルの協力のもと︑ホテル
自衛消防隊と︑平塚市・二宮町
消防本部の参加を得て合同防災
訓練を行います︒
この訓練は︑大規模宿泊施設
の火災発生時における︑消火︑
救助技術の向上︑関係機関と隣
接市町消防本部との連携強化の
確立を図ることを目的とし行い
ます︒
この訓練に伴い左記時間帯に
サイレンが鳴りますので︑火災
と間違えないよう︑ご注意くだ
さい︒
▼とき １月 日︵水︶
時〜 時︵天候等により︑
変更になる場合があります︶
▼ところ 大磯プリンスホテル
２号館

消防署 ☎︵ ︶０９１１

問

問・申

カラフル通信

＜いろいろおおいその場所＞

vol.7

大磯図書館●
ファミリーマート●
〒大磯郵便局

●大磯迎賓舘

明けましておめでとうございます！colorfulです。
新年早速、初詣に行って参りました☆ 今年も
「いろいろおおいそ」
colorfulをよろしくお願いいたします！
場所は「いろいろおおいそ」、どなたでも参加できますので、
メールまたは電話にてお気軽にお申込みください。

問 カラフル ☎（45）0252 E-mail:colorful.iroiro@gmail.com
http://www.colorful-oiso.com/ 政策課 ☎内線２０５

◆『大磯未来塾 水曜子ワーキング』
その興味、
その特技、小さな仕事に繋げてみませんか？
とき 毎週水曜日 11時〜18時
内容 趣味などを通じて小さな仕事、小さな商いに繋
げたい方を支援します。
費用 １人 30分 500円（要予約／資料代込）
※別途、
いろいろおおいそ使用料500円が必要になります。
◆『お手紙』ワークショップを開催！
素敵なお手紙を書いてみませんか？
とき 1月13日(水) 15時 17時
内容 心に届く手紙の書き方を学びます
費用 1人1,000円（要予約／資料、印刷代込）

◆『大磯サンデーアートウォーク』に参加しています！
「いろいろ おおいそ」がギャラリーに大変身！？
とき 1月17日(日) 11時 18時
内容 町内外から集まったアート作品を展示します。
お散歩がてら、遊びにきてください☆

◆ 各種サービスも受付中』です！
・よろず相談、空き家相談、パソコン操作相談
・イラストレーター・フォトショップ操作相談
・貸しスペース相談 などなど
〜お気軽にご相談ください♪〜

〜いろいろおおいそでパン販売！〜
自家製酵母イタリアパンの『Kei s Pan』。
１月31日（日）から毎週日曜日11時 14時30分
なくなり次第、終了となりますのでぜひお早めに。

30
11
30

鳥獣害対策講習会

イノシシやカラスなどの鳥獣
害を克服するために︑﹁みんなで
勉強﹂から始めよう！

◎座学
▼と き １月７日︵木︶９時
分〜 時 分
▼ところ 国府支所２階
▼内 容 対策の基本的な考え
方︑鳥獣害から守れる畑や地域
のつくり方などを講義します︒

72

◎畑で実習
▼と き １月７日︵木︶午後
１時〜４時
▼ところ 虫窪の農地︵虫窪２
２９︲１︶
▼内 容 鳥獣害から守れる畑
のつくり方を実習します︵ミカ
ン畑で実施します︶︒
駐
※車場が少ないので乗り合わ
せの上︑ご来場ください︒

◎地域の環境点検
▼と き １月８日︵金︶９時
〜正午
▼ところ 東小磯防災館
︵駐車場はありません︶
▼内 容 講師と一緒に地域を
歩いて︑被害を起こしている原
因の対策・点検を行います︒
７
※日は主に農地での対策を︑
８日は主に住宅地での対策を
指導します︒
産業観光課 ☎内線２６３
環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８
問

◆『シニアの友活「陶芸体験とティータイム交流会」』
友活（ともかつ）＝独身の男女でお友達づくり♪
とき 1月24日（日）13時〜16時30分
内容 陶芸やお話の時間を楽しみながらお友達の輪を
広げます。
参加 60歳以上の男女、10名程度
費用 １人 5,000円（要予約／陶芸代・交流会代込）

昨年６月に開催し︑ご好評い
ただきました鳥獣害対策講習会
を︑さらに内容を充実させて再
度開催します︒
前回の講習会で︑町の現状を
講師に点検してもらったところ︑
間違った認識や︑効果のない対
策が多々あることがわかりまし
た︒
また︑鳥獣害を克服している
地域では︑正しい知識を地域全
体で共有するために︑﹁みんな
で勉強﹂から始めていると︑教
えていただきました︒
今回も︑前回と同じ講師をお
招きし︑対策の方法などをわか
りやすく教えます︒
︵参加費無料︑事前申込不要︶

前回の講習会の様子

◆ 大磯未来塾 土曜子塾
あなたの経験を生かし学びの教室を開いてみませんか？
とき 毎週土曜日 11時〜18時
内容 身につけたことを
「伝えたい」
「技能を磨きたい」
「働きたい」方を応援します。
費用 １人 30分 500円（要予約／資料代込）
※別途、
いろいろおおいそ使用料500円が必要になります。

6

９：００

第１中継所（福祉センターさざれ石前）

９：１２

第２中継所（六所神社前）

９：２６

第３中継所（虫窪スポーツ広場前）

９：３８

第４中継所（大磯町消防団第９分団前）

９：５０

第５中継所（生沢会館前）

９：５８

ゴール（運動公園多目的広場）

17

１０：１０

S スタート

王福寺
《5区 2.3km》

1 第1中継所

普門寺
バス停

生沢会館前

2 第2中継所

5
生沢
架道橋

西久保バス停

3 第3中継所
4 第4中継所

東の池

3

西乃池橋

虫窪スポーツ広場前

県立
おおいそ
学園

《3区 3.4km》
新

道

海

東

JR

アマダ
グループ
大磯寮

線

幹

化粧坂交差点

5 第5中継所

小田原厚木道路
大磯インター前

G ゴール

運動公園
ゴール G

《1区 4.0km》
神明架道橋先

大磯中学校

《6区 3.0km》

大磯町
商工会舘

スタート S
守屋庭園資材

バーミヤン
大喜工業

石神台南公園

六所神社前

大磯
郵便局

馬場公園
城山トンネル
中丸会館

2

鴫立庵

城山公園

JR東海道線

1
福祉センターさざれ石前

《2区 4.2km》

大磯警察署

２月１日（月）10時20分〜 大磯小学校家庭科室

国府小学校

２月１日（月）10時20分〜 国府小学校第１家庭科室

【中学校】
大磯中学校

１月22日（金）14時00分〜 大磯中学校視聴覚室

国府中学校

１月15日（金）15時00分〜 国府中学校視聴覚室

【幼稚園】
大磯幼稚園

１月28日（木）13時30分〜 大磯幼稚園２階ホール

国府幼稚園

１月29日（金）13時30分〜 国府幼稚園２階ホール

たかとり幼稚園 １月28日（木）13時30分〜 たかとり幼稚園１階ホール

問・申

7

福祉課 ☎内線303

12

10

10

第 回湘南国際マラソン大会

対象となる方は期限まで
に必ず申請をしてください。
申請期限後の申請は、給付
金が受けられなくなります
のでご注意ください。
記入方法などがわからな
い場合は、お問い合わせく
ださい。

走
走る
る！！
月６日︵日︶︑湘南国際マラソン大
会が開催され︑ ㎞に出場しました︒
大会への出場は︑２年ぶりでしたが︑
今年も沿道だけではなく一緒に走った
多くのランナーからも温かい声援をい
ただき︑完走することができました︒
レース中︑多くのランナーの皆さん
と声を掛け合いながら走りましたが︑
中には︑名古屋から参加されている方
もおり︑今大会で 回目を数える湘南
国際マラソン大会の全国的な知名度の
高さを改めて感じました︒
私自身︑４回目の出場となりました
が︑今年もゴールした後は︑とても気
持ちが良く充実した気分を味わうこと
ができました︒走ることを通じて︑多
くの人々と出会い︑交流を深めること
ができることは大変喜ばしいことです︒
来年も多くの選手に参加していただ
き︑皆さんと一緒に︑﹁湘南の地﹂を走
りたいと思います︒

申請してください!!

28

町長が

「臨時福祉給付金」
まもなく
申請期限です。
１月18日(月)までに

12

平成 年度
町立小・中学校入学・
町立幼稚園入園説明会

大磯小学校

問

４月に町立小・中学校及び町
立幼稚園へ入学︵入園︶する方
の説明会を実施します︒
小・中学校では︑ 月下旬か
ら１月上旬に就学通知書の送付
を予定しています︒指定された
学校の日程を確認され︑当日は︑
就学通知書をお持ちください︒

説明会

︻小中学校︼
学校教育課 ☎内線３２２
︻幼稚園︼
子育て支援課 ☎内線３１７

【小学校】

問

応
※援される方は︑マナーに気
をつけて︑沿道から盛大なご
声援や拍手をよろしくお願い
します︒

藤沢
塗装店

第9分団前

スポーツ健康課
☎内線３２４

4 大磯町消防団
大磯
恒道園

大磯一周駅伝大会コース図

黒岩公民館

︵スタートは大磯中学校になりました︶

《4区 3.3km》

大磯一周駅伝大会の開催に伴う
交通安全のお願い

スタート（大磯中学校グラウンド）

１月 日︵日︶に大磯一周駅
伝大会及び大磯小学生駅伝大会
︵運動公園内︶を開催します︒
当日は︑町内のコース周辺で
の混雑が予想されますので︑交
通安全にご理解とご協力をお願
いします︒また︑運動公園や役
場本庁舎駐車場は︑駐車スペー
スが限られ混雑が予想されます
ので︑徒歩や自転車︑公共交通
機関をご利用ください︒
参
※加チームは︑町ホームペー
ジで確認できます︒

☆先頭選手到着予定時間☆

時 間

中継所等

10

国指定重要無形民俗文化財

大磯の左義長
１月11日の早朝、下町と呼ばれる地域では、町内
各所に立てられていた大松やオンベ竹をはじめ、道
祖神に集められた正月のお飾りや縁起物を浜に運ん
でセエトと呼ぶ大きな塔を立てます。
夜になるとセエトを燃やし、団子を焼いて食べま
す。また、傍らでは、「ヤンナゴッコ」と呼ばれる
珍しい綱引き行事も行われます。
真っ暗な海岸で燃え盛るセエトは圧巻ですが、日
中の海岸に９基のセエトが立ち並ぶ様は静謐です。
ぜひ、昼と夜の対比もお楽しみください。
＊交通手段について

1月11日(月･祝)
火入れ18時半頃から順次 北浜海岸

だんご販売について

だんご花（まゆ玉）は大竹竿の先に針金で輪
挿しにし、どんどの火で焼いて食べると「１年
間風邪をひかない」と言い伝えられています。

だんご焼セット(だんご、竹竿と針金付き)
▼販売場所
●12時〜長者町老人憩いの家・芦川酒店（浜の
町道祖神前)
●16時〜大磯海水浴場しらす加工場付近・献灯
提灯おもてなしコーナー
●17時〜浅間サイト前
▼販売価格 ７００円（個数限定／予約不可）

車での来場時は大磯港県営駐車場（有料）をご利

問

用ください｡
混雑時は入出場をお待ちいただく場合があります。

生涯学習課 ☎内線323
産業観光課 ☎内線248
町観光協会 ☎(61)3300

日本基督教団大磯教会｢礼拝堂､門柱及び塀｣(大磯町大磯)が
国登録有形文化財（建造物）に登録
昭和 年に建築され︑今年築 ︻ 用 語 ︼
年を迎えた日本基督教団大磯 ○尖塔 細長く先のとがった屋
教会の﹁礼拝堂︑門柱及び塀﹂ 根を持つ建物︒
が︑平成 年 月 日︵金︶に︑ ○ゴシック
世紀の北西ヨー
国登録有形文化財 建造物 に登
ロッパに出現し︑ 世紀まで続
(
)
録されました︒
いた建築様式を示す言葉︒
○アール・デコ １９２０年代
の装飾スタイルのこと︒幾何学
日本基督教団大磯教会とは
図形をモチーフにした記号的表
現や原色による対比表現などが
特徴的︒

大磯町大磯１３４８に所在す
る木造教会です︒正面に尖塔ア
ーチの玄関を構え︑内部にもゴ
シック風のアーチを架けていま
す︒門柱及び塀はアール・デコ
風に仕上げられ︑門柱には三筋
の溝が表されています︒

生涯学習課 ☎内線３２３

問

国登録有形文化財とは

文化財指定制度を補完するた
め︑平成８年に新たに導入され
ました︒開発等で社会的評価を
受ける間もなく︑消滅の危機に
さらされている大量の文化財建
造物を後世に継承していくため
に︑文部科学大臣が文化財登録
原簿に登録する制度です︒今回
の登録で県内の登録有形文化財
︵建造物︶
は累計で２０７件︵１
０７箇所︶となりました︒
大磯町では︑平成 年に登録
された﹁旧木下家別邸﹂︵大磯駅
前︶に続き２番目の国登録有形
文化財となりました︒今後は︑
貴重な文化財としての保存・活
用を図っていきます︒
24

79

27

12

11
20

12

15

広報おおいそ 平成28年1月

8

大磯運動公園・福祉センター・鴫立庵の
指定管理者が決定しました
平成28年４月から５年間、次の施設の管理運営を行う指定管理者が決まりましたのでお知らせします。

ふれあい会館
福祉課
運営事業

28

問

評価結果

11

○

町民の視点で事業をチェック！
行政評価︵外部評価︶ 結果
町は︑より効果的で効率的な
行財政運営を進めるため︑ 月
日︵土︶に学識経験者などで
構成する行政評価委員会による
外部評価を実施しました︒今年
度は２名の町民の方に参加いた
だき︑事業に対する意見を述べ
ていただきました︒
結果の詳細は︑町ホームペー
ジや町民情報コーナーで閲覧で
きます︒
なお︑評価結果は︑町の最終
判断ではありませんが︑結果を
参考に各事業を検証して見直し
の方向性を定め︑予算編成など
への取組みを行っていきます︒
政策課 ☎内線２２９

こんにちは 栄養士です
疲れた胃腸をリセットしましょう！

忘年会に新年会︑お正月のご
馳走と︑年末年始はお酒を飲ん
だり︑一日中ダラダラ食べたり
と︑何かと胃腸に負担がかかり
がちです︒

春の七草はせり︑なずな︑ご
ぎょう︑はこべら︑ほとけのざ︑
すずな︑すずしろです︒
この中のすずなはかぶ︑すず
しろは大根のことです︒かぶや
大根には消化を助けるジアスタ
ーゼが含まれています︒
あっさりとした味わいのお粥
は︑濃い目の味のお正月料理が
続いた後には少しほっとする味
わいです︒また︑胃腸に負担が
かからないお粥は︑お正月のご
馳走で疲れた胃にちょうど良く︑
昔から伝わる行事食は本当に理
にかなったものが多いですね︒

本紙の裏表紙で紹介している
﹁Ｏｉｓｏレシピ﹂は七草粥で
す︒
ぜひ︑作ってみてください︒
今年度のＯｉｓｏレシピの募
集は１月８日︵金︶までです︒
小・中学生の皆さん︑自慢のレ
シピをお待ちしています︒

スポーツ健康課 小宮山
☎内線３１９

広報おおいそ 平成28年1月

9

胃腸に優しい食べ方とは？
●よく噛んで食べる
よく噛むことで食べ物が小さ
くなったり︑唾液の分泌がよく
なったりするので︑消化能力が
高まります︒
●脂肪分を控える
揚げ物や炒め物︑油がたくさ
ん含まれている食べ物は消化に
時間がかかり︑胃の中にとどま
る時間が長くなります︒
●冷たいものを摂り過ぎない
胃が冷えていると消化活動も
滞ってしまいます︒温かい食べ
物や飲み物を摂って︑体を中か
ら温めましょう︒
●腹八分目を心がける
食べ過ぎると︑胃腸は消化の
ためにフル活動します︒腹八分
目を心がけ︑胃腸への負担を減
らしましょう︒

１月７日に七草粥を食べましょ
う
１月７日は人日の節句で︑邪
気を払い︑無病息災を祈って七
草粥を食べる習慣があります︒

問

○
国府支所庁舎
維持管理・運 町民課
営事務事業

B
C
D
改善 抜本的 休止
継続 見直し 廃止
A
適当
担当課名
事業名

①都市計画課 ☎内線221 ②福祉課 ☎内線314 ③産業観光課 ☎内線334
問

施設名
施設名
③鴫立庵
②大磯町立福祉センター
指定管理者
指定管理者
社会福祉法人大磯町社会福祉協議会 日本環境マネジメント株式会社
施設名
①大磯運動公園
指定管理者
株式会社ランナーズ・ウェルネス

平成 年度

固定資産税の申告・
届出は忘れずに

・相続や贈与などにより土地・
家屋の納税義務者に変更があ
った場合
・納税義務者が亡くなられたの
に変更していない場合
・家屋を取り壊した場合
・未登記家屋を相続・売買等に
より取得された場合
・家屋を平成 年中に新築・増
築され︑町の家屋調査が済ん
でいない場合
・土地や家屋の使用用途を変更
された場合

償却資産を所有されている方

10

耐震改修した住宅の固定資
産税の減額︑バリアフリー改
修に伴う減額︑省エネ改修に
伴う減額︑長期優良住宅にか
かる特例措置についての詳細
については︑お問い合わせく
ださい︒
税務課
☎内線２５５・２５６

その他

償
※却資産とは︑会社や個人で
工場や商店などを経営してい
る方が︑その事業のために所
有している機械・器具・備品
などの資産で︑他の税︵自動
車・軽自動車税等︶の対象と
ならない有形固定資産をいい
ます︒

20

確定申告は期限内に

平成 年分所得税及び復興特
別所得税の確定申告の期間は︑
２月 日︵火︶〜３月 日 火(︶
です︒
作成済みの所得税の還付申告
書は︑税務署窓口にて１月４日
︵月︶から提出できます︒

01

−

土地・家屋を
所有されている方

に記載されている控除以外
の各種控除がある場合︒
︵申告されないと町・県民税が
高くなる可能性があります︒
︶
固定資産税は︑毎年１月１日
町
象になりません︒
※の確定申告受付会場の日程
等は広報２月号に掲載します︒ に土地・家屋及び償却資産を所 ・税務会計において︑耐用年数
有されている方に課税されます︒ １年未満または取得価格が
◎申告・納付期限
次に該当する方で︑町への申
万円未満の償却資産で︑法人
・所得税及び復興特別所得税・ 告・届出がされていない場合は︑ 税法等の規定により一時に損
贈与税
２月１日︵月︶までに申告・届
金に算入されたもの︵いわゆ
３月 日 火
る小額償却資産︶
（ ） 出をお願いします︒
・個人事業者の消費税
・取得価格が 万円未満の減価
３月 日 木
償却資産で︑事業年度ごとに
（
）
一括して３年間で償却する場
合︵いわゆる一括償却資産︶

国税庁ホームページの案内

−

◎確定申告書の送付について
平成 年分の確定申告書は︑
１月下旬の発送予定です︒
平成 年分以前に確定申告書
をパソコン︵国税庁ホームペー
ジ等︶で作成された方のうち︑
平成 年分も確定申告が必要だ
と思われる方には︑税務署から
申告書の送付に代えて︑﹁お知
らせハガキ﹂等で申告に必要な
情報をお知らせします︒

−

22

◎確定申告書の窓口配布
税務署では１月４日︵月︶か
ら︑役場税務課窓口及び国府支
所では１月 日︵水︶〜３月
日︵火︶︵土日祝除く平日開庁時
間︶
︑
確定申告書の配布を行って
います︒

15

31

国税庁ホームページの﹁確定
申告等作成コーナー﹂で作成し
たデータは︑印刷して書面で提
出するか︑ｅ Ｔａｘを利用し
て送信・提出できます︒
ｅ Ｔａｘ︵国税電子申告・
納税システム︶は︑インターネ
ットを利用して︑申告・納税等
ができるシステムです︒利用に
は事前の登録手続きが必要です︒
詳しくは国税庁ホームページを
ご覧ください︒
−

http://www.nta.go.jp/

−

27

１月１日現在の償却資産の
状況について︵資産の種類・
取得価格・取得時期・耐用年
数等︶
︑
申告をお願いします︒
なお︑次に該当する場合は対

問

−

平塚税務署
１４００
☎
ｅ Ｔａｘ・作成コーナーヘ
ルプデスク
５９０１
☎０５７０
問

15

27

26

◎年金所得者の申告不要制度
公的年金等の収入金額が４０
０万円以下で︑かつ︑公的年金
等以外の他の所得金額が 万円
以下の場合は︑所得税の確定申
告書の提出は不要です︒︵所得
税還付を受けるためには申告が
必要です︒
︶
ただし次のような場合は︑
町・県民税の申告が必要です︒
① 公的年金等以外の所得があ
る場合︒
② ﹁公的年金等の源泉徴収票﹂
20

15

提出のみ
８:30〜17:00
２/28(日)は開設。

27

16

◎申告に関する相談等
１月４日︵月︶から３月 日
︵火︶の期間については︑税務
署内に申告書作成会場はありま
せんので︑確定申告のご相談は
左記期間にラスカホール会場を
ご利用ください︒

ただし、２/21(日)、

15

27

相談受付
:30〜16:00
８
２/８(月)〜３/15(火)

27

27

平塚駅ビル６Ｆ
相談時間
９:00〜17:00 ラスカホール
※土・日・祝日除く。

場 所
開設時間

10
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110円

2,580円

220円

3,610円

320円

町民課 ☎内線２３７

▼その他
・定数を超えた場合は︑抽選に
なります︒

普通自動二輪車

大磯ふれあい
農水産物まつり
２０１５

農産物品評会の結果

月 日︵土︶に行われた農
産物品評会では︑１７７点の出
品のうち 点が入賞しました︒
優秀賞は次のとおりです︒
優秀賞の中から神奈川県知事
賞と湘南地域県政総合センター
所長賞が一点ずつ選ばれました︒

21

産業観光課 ☎内線２６３

︵順不同・敬称略︶

だいこん
簔島直司
キャベツ
栁田晋司
ねぎ
加藤英詞
きゅうり
簑島智美
さつまいも 今井マサ子
みかん
柳下弘之
︵所長賞︶
柳下礼子
かき
伊澤権蔵
︵知事賞︶
杉﨑正之
農産加工品︵うりかす漬︶
仲手川芳子

54

平成 年度 駅前︵自転車等︶
駐車場利用申込みを受付
29

大 磯 町 営 駅前
自転車駐車場完 成
平成 年 月に着工を始めた
大磯町営駅前自転車駐車場の竣
工式が平成 年 月 日︵水︶
に行われました︒

1,550円

（50cc以下）

★サイクルコンベア
２階や屋上への自転車駐車ス
ペースへの移動には︑サイクル
コンベアを設置し︑自転車を持
ちながら︑スロープを楽に上る
ことができます︒
★自転車ラック
昇降式ラックを取り入れ︑上
段のラックは片手でも楽に上げ
下げができます︒

平成 年４月１日から平成
年３月 日まで駅前自転車等駐
車場を月ぎめで利用する方の申
し込みを受け付けます︒
なお︑現在月ぎめで利用され
ている方も︑新年度の申請が必
要です︒
▼申請書の配布日及び受付期間
○配布日
１月８日︵金︶から
○受付期間
２月１日︵月︶〜 日︵月︶
▼配布・受付場所
○駅前自転車等駐車場
６時〜 時 分
○役場本庁舎１階町民課窓口
８時 分〜 時 分︵土・日
・祝日を除く︶

自転車

（125cc以下）

福祉課 内線315

11

︻施設説明︼
★駐車場管理システム
自転車駐車場出入口には︑機
械式ゲートを設置し︑ 時間の
利用や日ぎめの駐車料金精算な
どが可能になりました︒
︻利用時間︼
時間入出庫可能
係
※員駐在時間
６時〜 時

︻収容台数︼
自転車１０４８台
原動機付自転車３０２台
普通自動二輪車︵１２５ｃｃ
以下︶ 台
町民課 ☎内線２３７
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11

一時利用

原動機付自転車

11

問

定期利用
問

29

15

25

24

12

27

28

30

17

世代交流センターさざんか荘の入浴
サービスを２月から再開します。
今年度は、次の日程です。
２月２日・16日・23日
３月１日・８日・15日（全て火曜日)
※利用には事前の登録が必要です。詳
しくはお問い合わせください。

31 28

21

お風呂を再開します。

30

世代交流センターさざんか荘の

区 分

問

22

35

24

問

26

広報おおいそ 2016年1月号

大募集

お子様の写真を
広報おおいそ に
載せてみませんか？

大磯町役場発行 政策課編集 〒255-8555 神奈川県中郡大磯町東小磯183番地 ☎0463-61-4100 FAX0463-61-1991 http://www.town.oiso.kanagawa.jp/

▶対象児 大磯町在住の 1 歳〜 3 歳児
▶申込み 下記の用紙に必要事項を記入
し、写真 1 枚
（デジタルでも可）を添付
のうえ、郵送、メールまたは持参にて
申し込みください。
▶掲載方法 先着順で、毎月 1 人ずつ
広報おおいそ最終ページに掲載します。
※広報おおいそは、
発行後町ホーム
大磯 なぎさ ちゃん
ページに掲載さ 平成 27 年 1 月 1 日 生まれ
太郎さん・花子さんの長女
れますので、ご 「海が大好きななぎさちゃん。
了承ください。 今日も海岸で磯遊びをして帰
ったら、もう砂だらけ !!」

問 申 政策課
問・申
（役場 3 階）
☎内線 207
koho@town.oiso.kanagawa.jp

みんなで
つくろう！

Vol.

32

七草かゆ

中学校２年生の作品
（応募当時）

七草は大磯産です。はこべらは
自宅で採れたものを使いました。

材 料 （3人分）
鶏肉
塩
酒

水
米（洗っておく）
七草
塩

1枚
適量
大さじ１
1リットル
1カップ
1パック
適量

作り方

〈あん〉
だし汁
みりん
しょうゆ
水
片栗粉

２００ｃｃ
４０ｃｃ
４０ｃｃ
適量
適量

① 鶏肉は塩をし、酒をふりかけ15分置く。
② 七草は塩を入れた湯でゆで、一口大にきっておく。
③ 土鍋で米と鶏肉（大きいまま）を炊く。おかゆが出来たら鶏肉を取り
出し七草と塩を入れる。
④ 鶏肉は一口大に切っておかゆにもどす。
⑤ 別の鍋で、だしと調味料を合わせ水溶き片栗粉でとろみをつけたあん
をつくる。
⑥ あんをおかゆにかけて完成。
※小・中学生によるOisoレシピ集は町のホームページからダウンロードできます。
また、保健センターでも配布しています。

スポーツ健康課 ☎内線319

カメラスケッチ
広報カメラマン撮影

●城山公園の紅葉

●湘南国際マラソン
12/9

●大磯ふれあい農水産物まつり2015
11/22

町の人口と世帯
12月1日現在

大磯港内(

奥野さん撮影）

県立城山公園(

杉崎さん撮影）

12/6

西湘バイパス(

上田さん撮影）

●津波避難訓練
11/14

国府新宿(

高田さん撮影）

人口 32,392（＋2）男 15,779（±0）女 16,613（＋2）
世帯 13,003（＋10） （ ）は前月比
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