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▲昨年の節分祭の様子

確定申告はお早めに！
申告期間は２月16日㈫〜３月15日㈫
……………………………………②〜③
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申告期間は

町県民税の申告と所得税の確定申 告はお早めに！

15 （火）

（火）

申告書の内容は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定資料にもなります。また、申告がない場合は、所得証明書等の発行ができませんのでご注意ください。

税務署が開設する申告会場

町が開設する申告会場

すべての確定申告

町県民税申告、簡易な確定申告（申告書Ａ）

所

平塚駅ビル６階ラスカホール

【①税理士会による無料相談会】

2月8日(月)〜3月15日(火)

２月９日
（火）
〜２月10日
（水）
……保健センター２階研修室
２月12日
（金）
………………………国府支所２階会議室
相談及び受付の締切を早めることがあります。
※混雑状況により、

※土日、祝日は除く。
受付期間

ただし、2月21日(日)・2月28日(日)は開場します。

○相談受付

はい

はい

8:30〜16:00（相談は9:00〜）

町内に住む人の税法上の扶養親族になっている

下記の表に進んでください

いいえ

申告不要

【②の期間中】9:00 〜 11:45、13:00 〜 16:00

あなたの収入の種類は？

※申告書の自主作成に、ご協力をお願いいたします。

平成27年中に勤務先を退職した
いいえ

町民課 ☎内線267
大磯警察署（72）0110

©KANAGAWA2013

再就職して前職分を
含め、年末調整をした

いいえ

はい

（所得金額の合計）
−
（各種控除の合計額）
で残額がある

給与以外に収入があった
いいえ

はい

いいえ

▼

前田 実夢（国府中）
大磯町長賞

勤務先で年末調整して、勤務先から町へ
給与支払報告書が提出されている
（勤務先の給与担当者に確認してください）
はい

はい

大磯町議会議長賞

▼

小島 愛菜（国府中)
公益社団法人平塚法人会会長賞

府川 拓海（大磯中）
平塚地区納税貯蓄組合総連合会優秀賞

山本 惇朗（大磯中）
小島 創太郎（国府中）
問

税務課 ☎内線251

いいえ

源泉徴収されている金額がある

▼

小島 広汰（国府中）

はい

（※２）

▼

平塚県税事務所長賞

源泉徴収されていて、医療費控除・
寄附金控除・住宅借入金等特別控
除・雑損控除等を受ける
いいえ

いいえ
（※３）

町県民税の申告が必要

はい

申告不要

確定申告が必要

（※１）公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の場合
は確定申告書を提出する必要はありません。
（※２）還付確定申告を受けられる場合あり （※３）確定申告が必要になる場合あり
【注意1】医療費控除等の申告により、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
【注意2】公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、町県民税の申告は必要です。
【注意3】公的年金等の源泉徴収票に記載されてある控除以外の各控除がある場合は町県民税の申告が必要です。

のうえ返信用の封筒を同封してください︒
︶
●確定申告書
国税庁のホームページからダウンロードする
か︑税務署や町の申告会場で用意しています︒
確定申告書は︑ご自宅のパソコンで簡単に作
成できます
国税庁ホームページの画面案内に従って金額
等を入力すれば︑税額等が自動計算されます︒
簡単に作成でき︑その申告書を印刷して提出で
きます︒
▼国税庁ホームページ
﹁確定申告書等作成コーナー﹂

被害に遭わないための心構え
・携帯電話番号が変わったという電話があったら、前の
番号に確認の電話を入れましょう。
・学校の同窓会名簿などを悪用し、犯人が息子や孫の名
前を正確に把握していることがあります。息子や孫か
ら電話があったら、家族かどうかを確認するための合
言葉を決めましょう
（例 ペットの名前）

全国納税貯蓄組合連合会、国税庁主催の「税について
の作文」で次の方々が入賞し、表彰されました。
今年度の応募総数は616,062編、うち、大磯町内の中
学校からは147編の応募がありました。
（敬称略）

はい

http://www.nta.go.jp

こんな時はすぐに警察に通報を！
・息子や孫から、
「携帯電話の番号が変わった」、「今日中
にお金が必要だ」という連絡があった。
・頼まれた振込先の口座名義人は知らない人である。
・会社の人や知り合いが、
「お金を取りに行く」と言われ
た。
・警察官、金融機関等の職員を名乗る者から、
「キャッシ
ュカードを預かります」と言われた。

中学生「税についての作文」で表彰

▼

振り込め詐欺に注意！！

不動産所得、
事業所得など

雑（年金）所得（※1）

給与所得

申告書の配布
●町県民税申告書
前年の申告書提出状況等により申告が必要と
思われる方には︑２月初旬に申告書を送付しま
す︒また︑申告が必要で︑申告書がない場合は︑
町の申告会場に用意しています︒提出は︑郵送
でも受付します︒︵控えが必要な方は︑切手貼付

8:30〜17:00

保険料︑地震保険料︑障害者控除︑寡婦 夫( 控)
除︑医療費控除などの各種控除は反映されてい
ません︒各種控除を受ける場合には︑確定申告
もしくは町県民税申告が必要です︒

あなたはどの申告が必要？
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20

町県民税の申告が必要

【①の期間中】9:30 〜 12:00、13:00 〜 15:30

○申告書、印鑑
○源泉徴収票や各種控除の証明書（医療費控除を受ける方は、領収書の合計額を計算してきてください。
）
持 ち 物 ○前年の申告書の控え一式
○使い慣れた筆記用具、電卓
○還付金がある場合、申告者名義の口座番号がわかるもの

3

いいえ

間
○申告書提出

問

平成28年１月１日現在お住まい
の市区町村で申告してください

はい

☎内線 253・254

27

いいえ

平成27年中に課税対象となる収入が
あった

税務課

︽申告の受付・相談︾

時

２月16日
（火）
〜３月15日
（火）
………役場４階第１会議室
※土日は除く

・町県民税について

平成28年１月１日現在大磯町に住んでいた

【②上記以外の申告相談受付】

なお、1月4日(月)〜3月15日(火)の期間は、
平塚税務署内に確定申告会場はありません。
所得税の申告・納付期限は3月15日(火)です。

☎（22）1400

次の方は申告が必要です！

申告内容 住宅借入金等特別控除(所得税)初年度の方・各種譲渡所得・繰越損失・青色申告等の方は、税務署が開設する会場で申告を
お願いします。
場

平塚税務署

︽町県民税申告と確定申告︾

★ ★ ★ 申告会場の案内 ★ ★ ★

・確定申告について

●申告が必要な方
平成 年中の給与の収入金額が２︐０００万
円を超える方︑給与以外の所得が 万円を超え
る方︑２か所以上から給与の支払いを受けてい
る方︑不動産などの資産を売却した方は︑確定
申告が必要です︒また︑平成 年中に課税対象
となる収入がない方でも︑扶養親族の対象に入
っていない場合は︑町県民税の申告をしてくだ
さい︒
●年金受給者の方の申告
年金の源泉徴収税額には︑社会保険料や生命

問

2

27

25

総合教育会議とは

カラフル通信

基本理念は、

11

『いのち』と『こころ』

27

町長と教育委員会が相互に連
携を図りつつ、より一層民意を
反映した教育行政を推進するた
めに設ける協議・調整の場で、
町長が会議を招集します。構成
員は町長と教育長、教育委員で
す。

政策課 ☎内線２０５

大磯町教育大綱を策定しました！

平成 年６月に「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」
が一部改正され、平成 年４月
１日に施行されました。
この改正法では、地方公共団
体の長が地域の実情に応じて、
教育、学術及び文化の振興に関
する総合的な施策の基本方針と
なる「教育大綱」を定めること
とされています。
町では、５月に初めての「総
合教育会議」を開催し、これま
でに４回の会議において町長と
教育長、教育委員会とが教育大
綱について協議してきました。
このたび、『いのち』と『ここ
ろ』を基本理念に、『知力』、
『体
力』、
『共感力』の「３つの力」
を基本目標に掲げた「大磯町教
育大綱」を、平成 年 月 日
に開催した「第４回総合教育会
議」での最終協議を経て、策定
しました。

「大磯町教育大綱」は、町ホー
ムページ、町民情報コーナーで
ご覧になれます。
問

26

▲総合教育会議の協議の様子

＜いろいろおおいその場所＞

vol.8
大磯図書館●
●大磯迎賓舘

こんにちは！colorfulです。
毎日寒い日が続いていますが、そんな中でも
「いろいろおおいそ」
は元気に活動しています！
オープン日も増え、利用できる日も多くなっています☆
ぜひ気軽にのぞきに来てくださいね！
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。

ファミリーマート●
〒
大 磯
郵便局

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』
とき 毎週水曜日・土曜日 14時～17時
内容 就職・転職・再就職時の論作文の添削等をアドバイス。
費用 60分 1,500円（要予約）
◆『日本には大磯がある』
英語で大磯CM制作第2弾、大磯の魅力を世界へ発
信。出演者はあなたです！
とき ２月20日(土) 10時30分～12時
内容 英語ができなくても大丈夫！
お子さんやお孫さんとの参加も大歓迎。
費用 １人 300円
◆『お気軽にご相談ください♪』
・毎週月曜日は、
イラストレーター・フォトショップ操作相談
・毎週水曜日は、大磯未来塾「子塾」相談
・毎週木曜日は、パソコン操作相談
・毎週金曜日は、よろず相談、空き家相談
・毎週土曜日は、大磯未来塾「子ワーキング」相談
・毎月第３日曜日は、大磯サンデーアートウォーク開催
・イベントや貸しスペースなどなど随時で受付中！

◆『婚期お年頃のお子さんをお持ちの親御さん、なんでも個別相談』
とき 毎週木曜日 13時～17時
ご本人に尋ねることもなかなか
内容 うちの子は結婚する気があるのかしら、
できずお悩みになっているお父さん、お母さん、なんでも個別相談会。
費用 60分 1,500円（要予約）
◆『講演! 結婚観いまむかし物語』
とき ２月20日（土） １部 13時～14時30分
２部 15時30分～17時
内容 結婚意識の変遷や、結婚式スタイルの変化など
を面白く講演
講師 長澤氏（NPO法人湘南ウェディングサポート）
費用 １人 1,500円（要予約）
人数 10人（各部先着順）
お店を出してみたい方などを応援しています

～いろいろおおいそでパン販売！～
自家製酵母のイタリアパンの『Kei’s Pan』
１月31日（日）から毎週日曜日11時～14時30分
※毎月第３日曜日は大磯市に出店します。
☆いろいろおおいそで出店してみたい方…ぜひご相談ください。

4

“

問

10

20

!?

町からご案内する健康づくり
や介護予防の事業の中にも、「未
病」に関するものを取り入れて
いきます。
毎日の生活の中で、一度立ち
止まって、あなた自身の「未病
を治す」こととは、どんなこ
と？と考えてみませんか。

足腰の衰えはありませんか？
道路を横断する時にゆとり
を持って渡り切れるかどう
かが一つの目安となります。
未病を治すことは、健康づく
りと合わせて、介護にならない
ようにすること（介護予防）も
含まれています。
県では、「未病サミットかなが
わ宣言」を行い、一人ひとりが
日常の中で未病状態をチェック
し、改善や維持のために主体的
に取り組むことを勧めています。
このために、学術・医療・産
業・行政など多様な分野から新
たな取組みも始まっています。
未病を治す３要素は、食・運
動・社会参加です。

こんにちは 保健師です。
未病（みびょう）ってどんな病気ですか

“

医療機関：月京クリニック、東海大学大磯病院、ひよこクリニック
（小学校高学年以上の対応可能：大谷クリニック、簑島医院、森田
内科医院）
※子宮頸がんワクチンについては、現在積極的勧奨はしておりません。
※町外医療機関で接種を希望される場合は事前にご連絡ください。

百歳おめでとうございます
露木マサさん（大磯）、
佐藤巖
さん（東小磯）が１月に満百歳
のお誕生日を迎えられました。
これからも、健康に留意され、
元気に過ごされますようお祈り
いたします。

スポーツ健康課 吉田
☎内線３４５

5

●こどもの予防接種
予防接種の種類
対象となる年齢
第１期 ６か月～７歳６か月になる前日まで
第２期 ９歳～13歳になる前日まで
※特例として平成７年４月２日～平成19年４月
１日までの間に生まれた方で、20歳未満であ
日本脳炎
れば接種ができます。特に平成９年４月２日
～平成10年４月１日までに生まれた方は接種
しているか確認してください。
第１期 １歳～２歳になる前日まで
麻しん風しん
第２期 年長児（小学校入学前の１年間）
二種混合
11歳～13歳になる前日まで

福祉課 ☎内線３１６

大人の風しん

対 象
今後妊娠を予定又は希望している女性と、妊娠
を希望する女性のパートナーが対象となります。
春先から風しんが流行する季節になりますので、
早めの接種をお勧めします。
●大人の予防接種
予防接種の種類

スポーツ健康課 ☎内線308

先日、 “
お あ し す の 会 場で
「 未 病ってどんな病 気のことです
か？」と質問がありました。
私たちの普段の健康状態をみ
ると、「ここまでは健康、ここか
らは病気」と明確に区分できる
わけでなく、現実にはその間で
連続的に変化しています。その
間の状態を未病といいます。
町では、 お
“あしす などに
より、機能低下予防や生活習慣
病の重症化予防など健康寿命を
伸ばす取組みをしていますが、
これらは県の未病を治す取組み
と重なっています。すなわち、
「特定の疾患の予防・治療に止
まらず、心身全体をより健康な
状態に近づけること」であり、
必要になってから対応するので
はなく、普段の生活の中で、意
識的にできることを実践してい
くことが、ポイントです。
①生活習慣病は、病気として現
れるまで 年、 年の間、自
覚症状はありません。
健診の検査値は変化して
きていませんか？
食事内容や生活のリズムは
いかがでしょうか？
②なんとなく、外に出かけるこ
とがおっくうになってきたが、
検査しても異常がない。

問

▲露木マサさん
▲佐藤巖さん

予防接種はもうお済みですか？
問

医療機関：大磯ハートクリニック、大谷クリニック、月京クリニッ
ク、グリーン内科クリニック、相良内科クリニック、東海大学大磯
病院、ひよこクリニック、簑島医院、森田内科医院

第４分団 小見 祐光
第５分団 吉川 聡
第 分団 古畑 哲也

村岡 宏昭
二ノ宮 智
塩見 幸夫
山川 信一
細川 淳平
鈴木 功治
熊澤 敏明

任期は平成 年 月 日から
４年間です︒ 月 日の臨時会
にて委員長︑委員長職務代理者
がそれぞれ選任されました︒
なお︑４年間委員を務められ
ました白木康之さん︑児玉文一
さん︑眞壁時政さん︑二宮和代
さんは任期満了をもって退任さ
れました︒ありがとうございま
した︒
︵敬称略︶

選挙管理委員会
☎内線２２８

12 27
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広報おおいそ 平成28年2月

選挙管理委員会委員の改選

前委員・補充員の任期満了に
伴い︑昨年 月の議会で新たに
委員４名と補充員４名が選任さ
れました︒
選挙管理委員会は︑公職選挙
法により︑４名の委員で組織さ
れ︑選挙に関する事務及びこれ
に関係のある事務を管理する合
議制の機関です︒委員に欠員が
生じたときは補充員の中から補
います︒

▼委員
・貫井 孝士

新委員・補充員決定

▼委員長
・北村 秀也

23

▼委員
・小埜 健次

24 12
▼委員長職務代理者
・和田 行弘

▼補充員
・簑島 亨
・播磨 満
・渡邉 直樹 ・杉原 芳明

12

消防活動協力者︑消防団員表彰
１月 日︵日︶に行われた消防出初式において︑人命救助や救急
救護︑消火活動に協力された方と︑永年にわたり消防団員として活
躍された方に対し︑表彰状と感謝状を贈呈しました︒
︵順不同︑
敬称略︶
竹内 誠
熊澤 博昭
石渡 剛
長谷川 孝

)

○団員
第２分団
第２分団
第４分団
第６分団
第７分団
第 分団
第 分団

消防総務課
☎︵ ︶０９１１
61

第７分団
○部長
第 分団
第 分団
第 分団

▼大磯町消防団長表彰
︵勤続５年以上での退団者
○団本部
団長 杉﨑 英雄
○分団長
第８分団 杉崎 良之
第９分団 古正 光一
第 分団 松本 修司
第 分団 後藤 公司
○副分団長
第４分団 西川 重彦
第５分団 近藤 剛司
第６分団 早野 一哉
第８分団 池田 弘彰
第９分団 守屋 勝
○部長
第４分団 柳田 佳治
第４分団 鈴木 整
第６分団 鈴木 洋一
○班長
第４分団 小林 雄輔
第４分団 西方 保雄

11

10 10

問

▼大磯町長表彰
○人命救助
髙山 光明
田原 大三
山崎 早織
小泉 隆史
○救急救護
阿部 央
遠藤 芳博
尾白 佳隆
坂口 賢一
○消火活動
伊郷 美智子
▼神奈川県知事表彰
︵永年勤続 年優良消防団員︶
○分団長
第 分団 浜田 一德
○部長
第 分団 川﨑 進
20

12 12 10

12 10

10

▼神奈川県消防協会
湘南支部長表彰
︵永年勤続優良消防団員︶
○分団長
第５分団 小島 克己
第７分団 小早川 晃彦
○副分団長

問

12

11

26

からの繰入金︵税金︶︵３億6︐
８６７万円︶で補てんしている
経営状況です︒
︵図１参照︶

このため︑一般会計からの繰
入金︵税金︶を少しでも減らし︑
下水道経営の健全化を図るため︑
平成 年４月１日から下水道使
用料の平均９％引上げを行いま
︵表１・表２参照︶
す︒

(図１）平成26年度 下水道使用料で賄うべき汚水処理費とその財源

28

下水道使用料で賄うべき汚水処理費 5億6,936万円

下水道使用料で賄うべき汚水処理費の財源 5億6,936万円
下水道使用料
2億69万円（35％)

一般会計からの繰入金（税金)
3億6,867万円（65％)

※下水道使用料で賄うべき汚水処理費（5億6,936万円）は､下水道使用料で賄うことが原則となってい
ますが、実際は下水道使用料で賄っている割合は35％にとどまっています。

(表２)公共下水道使用料新旧早見表(２か月･税込み)
排水量
現行料金 改定料金
差額
（㎥）
（円）
（円）
（円）
16㎥まで
1,637
1,784
147
20
2,108
2,298
190
30
3,285
3,583
298
40
4,462
4,868
406
50
5,726
6,251
525
60
6,989
7,633
644
70
8,426
9,199
773
80
9,862
10,765
903
90
11,450
12,493
1,043
100
13,037
14,221
1,184

（表１）２か月当たりの公共下水道
使用料金表

一般汚水

※一般家庭において､２か月に40㎥排水する場合では、現
行料金と比べ406円の増額となります。

【２か月で40㎥使用された場合の使用料計算例】
16㎥までの分 →基本使用料＝1,652円
16㎥を超え40㎥までの分
→(40㎥−16㎥)×119円＝2,856円
計 1,652円＋2,856円＝4,508円
消費税 4,508円×８％＝360円
(１円未満切り捨て）
合計 4,508円＋360円＝4,868円
（406円増）
（現行料金）
4,462円

１㎥につき

改定率

1,516

1,652

8.97％

109

119

9.17％

117

128

9.40％

133

145

9.02％

147

160

8.84％

161

175

8.70％

183

199

8.74％

204

222

8.82％

226

246

8.85％
8.95％

6

6

−

（消費税抜き）

28

問

○下水道経営の健全化
町では︑下水道使用料の引上
げだけではなく︑下水道経営の
改善のため︑職員の適正配置︑
工事等で発生した土の再利用や
マンホール等の小型化による工
事コストの縮減を行っています︒
今後も接続率向上のため︑排
水設備工事に伴う奨励金の交付
や融資あっせん︑チラシの個別
配布などを行い︑普及活動に努
めます︒
皆さんのご理解とご協力をお
願いします︒

広報おおいそ 平成28年2月
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公衆浴場
汚水

下水道課 ☎内線２１４

7

10

超過料金
１㎥につき

16㎥を超え
40㎥までの分
40㎥を超え
60㎥までの分
60㎥を超え
80㎥までの分
80㎥を超え
100㎥までの分
100㎥を超え
200㎥までの分
200㎥を超え
1,000㎥までの分
1,000㎥を超え
2,000㎥までの分
2,000㎥を
超える分

現行料金 改定料金
（円）
（円）

平均改定率

平成 年度ごみ収集カレン
ダーをご活用ください！

72

広報３月号とともに︑平成
年度ごみ収集カレンダーをお配
りします︒年間のごみ収集スケ
ジュールを記載していますので︑
ぜひ活用してください︒
なお︑ごみ収集カレンダーは
半年ごとの両面刷り︵表面４月
〜９月︑裏面 月〜３月︶とな
っています︒９月が終わっても
廃棄しないようご注意ください︒

環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８

問

16㎥までの分

基本料金

下水道使用料を改定

70

４月１日から
平均９％引上げ

69

70

○下水道の役割
下水道は︑清潔で快適な生活
環境を築くためだけではなく︑
河川や海などの水質汚濁を防ぎ︑
貴重な自然を守るとともに︑大
雨による浸水の防除などの役割
を担う重要な施設です︒

35

○下水道普及率は ・１％
町では︑平成４年に供用開始
してから 年が経過し︑平成
年度末の下水道普及率は ・１
％となっており︑今後も未整備
区域への整備を進めていきます︒

○下水道使用料９％引上げ
下水道使用料は︑家庭や事業
所などから出る汚水をきれいに
するための下水処理場や下水管
の維持管理費︑これまで行って
きた下水道建設に要した借入金
を返済する費用に充てられてい
ます︒
これらの費用は︑下水道使用
料で賄うことが原則とされてい
ますが︑平成 年度の下水道事
業特別会計決算においては︑下
水道使用料で賄うべき汚水処理
費︵5億6︐936万円︶のう
ち︑下水道使用料︵２億 万円︶
で賄っている割合は ％にとど
まり︑不足分の ％は一般会計
26

65

23

任 期 付 職 員 を 募 集
①育児休業代替任期付職員
（事務職）
②育児休業代替任期付職員
（保健師）
③任期付職員
（事務職）
種
④任期付短時間勤務職員
（事務職Ａ）
⑤任期付短時間勤務職員
（事務職Ｂ）
⑥任期付短時間勤務職員
（保健師・看護師）

職

人員／給与 各職種若干名／町給与規定による
①④一般行政事務
②⑥地域保健事業における健康相談、保健指導、訪問指導の業務及び一般行政事務
③一般行政事務（主に子育てに関する相談業務）
業務内容
⑤役場の危機管理対応等に関する業務
受 験 資 格 ・学校教育法で定める高等学校卒業以上で、平成10年４月１日以前に出生した人
勤務形態等 ・②⑥は保健師又は看護師の資格を有し､健康相談､保健指導､訪問指導等の知識経験を有している人
・③は相談業務、保育等子育てに関する業務の経験を有している人
勤務時間：①②③週38時間45分勤務、④⑤⑥週31時間勤務(土・日・祝日の出勤や時間外勤務等も有)
勤務場所：本庁舎又は町内の公共施設
①②平成28年４月１日以降、職員の育児休業の取得状況に応じて採用されます。任期は職員の育児休
業期間等に応じて設定されます。
任用期間
③④⑤⑥平成28年４月１日〜平成29年３月31日
（ただし③④⑤⑥は任用期間満了の翌日から最長で２年間まで延長となる場合もあります。）
・採用試験申込書（写真１枚貼付） １通
提 出 書 類 ・小論文（800字以上1,200字以内）
・保健師免許証又は看護師免許証の写し（②⑥に応募をする方のみ）
申 込 期 間 ２月１日(月)〜12日(金)【土・日・祝を除く】８：30〜12：00、13：00〜17：15
申 込 方 法 ※本人が直接持参（申込先：町役場３階総務課）
一 次 選 考 小論文試験
個人面接（一次選考合格者に通知）
二次選考
２月下旬〜３月上旬に実施予定
試 験 会 場 大磯町役場本庁舎を予定
受 験 案 内 受験案内は、町のホームページからダウンロードするか､または、総務課窓口でも配布しています。
問 総務課

津波災害研修会を開催
津波災害に備えることをテーマに研修会を開催し

☎内線210

ＬＰガス協会より発電機を寄贈
（公社）神奈川県ＬＰガス協会湘南支部平塚・中郡

ます。津波災害に対して、どのような対処･行動が

部会より、ＬＰガス発電機（配管工事含む）を寄贈

必要かを東日本大震災を経験された講師が分かりや

していただき、国府小学校の防災倉庫に配備しまし

すく話してくれます。いざという時に自分や家族を

た。今後、災害時等の非常用電源として活用します。

守るために役立つ貴重なお話になりますので、お誘

ありがとうございました。

い合わせのうえ、ぜひご参加ください。
▼

と き ２月６日（土)

寄贈物品】
低圧ＬＰガス発電機 (ＨＯＮＤＡ) １台 ほか１式

開場12：30〜 開演13：00
▼ ▼

ところ 町保健センター研修室
講 師 平山 憲司氏（日鐵住金建材株式会社
野木製造所所長）

▼

参加費 無料

※荒天等により中止の場合は、町ホームページ等で
お知らせします。

左)寄贈式の様子（平成28年１月18日)､右)寄贈物品

問

問

危機管理課 ☎内線241・244

危機管理課 ☎内線241・244
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みんなで
つくろう！
川上

Vol.

33

りつとくん

平成26年11月24日生

Oisoオムレツ

川上家の長男

中学校２年生の作品
（応募当時）

フードマイレージの低い新鮮な大磯野菜は
農薬も少なく健康にもとてもいいです。

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/

材 料 （4人分）
じゃがいも
玉ねぎ
にんじん
ベーコン
卵
スライスチーズ
（とろけるチーズ）
サラダ油
塩・こしょう

2個
1個
1本
4枚
3個
2枚
少々
少々

作り方
2016年が素敵な年になりますように！
大磯の海岸で初日の出を見ながら
お願いしました☆

政策課

① じゃがいもの皮をむき、ゆでてつぶす。
② 玉ねぎ、にんじん、ベーコンをみじん切りにして炒め、塩･こしょうで
味を調える。
③ ボウルに卵を割り入れ､スライスチーズと①と②を入れて混ぜ合わせる。
④ 熱して、油を敷いたフライパンで焼く。
⑤ お皿に盛り付けて、彩り良くトマトやレタスを添えて完成。
ケチャップやマヨネーズ等お好きな味でどうぞ。
※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。

☎内線207

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

●だるま太陽

●出初式
12/20

●歳の市

1月1日現在

高田さん撮影）

1/10

大磯運動公園(

上田さん撮影）

●元旦寒中神輿

12/22

町の人口と世帯

北浜海岸(

六所神社(

杉崎さん撮影）

1/1

北浜海岸(

奥野さん撮影）

人口 32,372（−20）男 15,769（−10）女 16,603（−10）
世帯 13,003（±0） （ ）は前月比
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