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大磯町・二宮町漁業協同組合合併
４月１日
漁業経営基盤の強化に加え、組合員数の増強を

2017年も残り１か月となりました。
大隅教授の名誉町民称号贈呈から１年を
振り返ります。

図るため、平成27年３月11日大磯町漁協・二宮町
漁協合併推進協議会を設立、今年、４月１日に

2017

「大磯二宮漁業協同組合」
となりました。

大隅教授名誉町民称号贈呈
２月16日

ブータン王国との事前キャンプに関する
協定締結 ４月13日

昨年、ノーベル生理学・医学賞を
受賞された大隅良典東京工業大学栄

大磯町、県、小田原市、箱根町と星槎グループ

誉教授に名誉町民の称号を贈呈する

が、ブータン王国オリンピック委員会と東京2020

伝達式を町議会議場で開催しました。

オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた

名誉町民の称号の贈呈は日本人で

事前キャンプに関する協定を締結しました。

は澤田美喜さん以来37年ぶり、７人
目となります。

津波避難タワー完成 ７月２日

旧吉田茂邸一般公開 ４月１日

北浜海岸に津波避難タワーが完
成しました。海抜11ｍの最上部に
は約100人が避難できます。
当日は海水浴場開き式も行われ
ました。

多くの皆さんのご支援により平成21年３月22日に焼失
した旧吉田茂邸の再建が完了し、大磯町郷土資料館の別
館としてオープンしました。
３月26日に行われた落成記念式典、内覧会には、再建
にご尽力いただいた方々をはじめ、政界関係者や地元関
係者など多くの方が出席されました。
４月20日には観覧者数１万人を達成しました。

ＷＨＯベアード氏視察
７月18日
町が実施している健康増進政策
の一環である、町民の健康寿命の
延伸をめざす「おおいそアンチロ
コモ教室」や、「ロコミル」の視
察にＷＨＯ（世界保健機関）
のジョ
ン・ベアード氏が来磯しました。

旧吉田茂邸にて河野外相、ミクロネシア連邦
大統領と懇談 10月23日
旧吉田茂邸にて、河野太郎外務大臣とクリスチャン・
ミクロネシア連邦大統領との懇談が行われました。
外国の国家元首の接遇に再建後初めて利用されました。
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秋の叙勲
受章おめでとうございます

中学校体育大会
中学校吹奏楽コンクール
関東大会出場
おめでとう！

☎内線３３２
☎（ ）０４１０
71

秋の叙勲を１名が受章

☎内線２１３

問

学校教育課
国府中学校

第３位
出場
県大会
関東大会

月３日付けで２０１７年秋の叙勲の受章者が発表され、町内
からは１名の方が受章されました。永年の功績に敬意を表し、ま
すますのご活躍を祈念いたします。

政策課

内閣府大臣官房厚生管理官
（国府新宿）
元

賢一 さん
加藤

百 歳 お め でとうございま す

☎内線３１６

梅田キミさん
（東小磯）

金賞
銀賞
県大会
東関東大会

瑞宝小綬章
（内閣府行政事務功労）
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。

福祉課

籔田マサコさん
（国府新宿）

国府中学校
ソフトテニス部女子団体
国府中学校
吹奏楽部中学校Ｂ部門
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問

10

問

走
走る
る！！



今年も「つなごう『健康』の輪」をテー
マ に 開 催 し、 子 ど も か ら お 年 寄 り ま で、
幅広い層の方々が来場されました。当日
は、朝からすばらしい晴天に恵まれ、ま
さにスポーツ日和となりました。子ども
たちはサッカーやパラスポーツ体験、東
京五輪で新たに競技種目となるボルダリ
ング体験など、元気いっぱいにチャレン
ジフェスタを楽しんでいました。
一人ひとりが健康に対する意識を高め、
からだをケンサし、町の豊かな自然の中
で自分の健康を自分の力で保っていくと
いう心がけと行動が大事であります。
今回の開催にあたり、ご協力いただい
た多くの方々へお礼申し上げるとともに、
町民の皆さんがスポーツを通して健康と
な る こ と で、 健 康 寿 命 の 延 伸 を め ざ し、
『健康』の輪を広げていくことに努めて
まいります。

大磯チャレンジフェスタ２０１７

が

4

～交通事故 ゼロ をめざし～
月 日（土）、第 回大磯町交通安全町民総ぐるみ大会を
大磯町保健セン タ ー で 開 催 し ま し た 。
各表彰者は次のとおりです（敬称略）
交通安全標語入賞者
中学生（第１学年）

消防署

☎（ ）０９１１

年末年始の当番医は、広報お
知らせ版をご覧ください。夜間
等受診する病院が分からない場
合は、消防署にご連絡くださ
い。
いざというときのために救命
講習を受講しましょう。

年末・年始は救急が増加します！

年末年始は、全国的に救急件
数が増加します。主な理由とし
て「インフルエンザ等の感染
症」
、「餅等による窒息」、「飲酒
による事故」、「急激な温度差に
よるヒートショック」、「雪や路
面凍結による転倒」等がありま
す。

61

月

日（日）

消防総務課 ☎（ ）０９１１

☆出か
 ける前や就寝前には火の
元を点検する。
☆寝タ
 バコ、吸殻の投捨てはし
ない。
☆マッ
 チやライターを子どもが
手の届く場所に置かない。
☆石油
 ストーブ使用時は、燃え
やすい物を近づけない。また、
給油は火を消してから行う。

日（月）～

歳末火災特別警戒を実施します！



期間中は、消防車で警鐘を鳴
らして火災予防を呼びかけます。
● 火事
 の出火原因の一位は放火
です。放火を防ぐために燃え
やすいものを屋外に放置する
ことはやめましょう。
●住宅
 用消火器と住宅用火災警
報器を設置しましょう。
●次の点を心がけよう！
☆火気
 使用時その場を離れない。

61

小学生交通安全ポスター入賞者
▼最優秀賞
４年 白神 奏和
（聖ステパノ学園）
５年 齋藤 里菜（大磯）
６年 宇佐美 遙（大磯）

問

問

12

～西防波堤遊歩道を
６時30分から開放します～

▼最優秀賞（平成 年度大磯町
中学生交通安全標語）
油断とは 事故の手前を
示します
近藤 豪 （大磯）
▼優秀賞
安孫子 蒼大
（聖ステパノ学園）
房田 彩加（大磯）
安江 皓祐（大磯）

☎内線２３７

入賞作品につきましては、町
ホームページにて公開していま
す。
町民課

大磯港で
初日の出を
見よう！

交通安全功労者表彰
【団体】
有限会社 岩田土木管工
（大磯二宮安全運転管理者会）
リネックス 有限会社
（大磯二宮安全運転管理者会）
【個人】
浅田 良成
（大磯二宮安全運転管理者会）
村上 保則
（大磯地区交通安全協会）
▼優秀賞
４年 波多野 かれん（大磯）
渡辺 絢斗（国府）
５年 安藤 志成（大磯）
花輪 源太郎（大磯）
６年 森山 麻央（大磯）
吉原 直里（大磯）

ます。
「乗る人に 飲ませるあなたも
犯罪者」をスローガンに、飲酒
運転を絶対にしない、させない
ようにしましょう。
明るい年末年始を迎えられる
ように一人ひとりが正しい交通
ルールを守り、交通マナーの実
践を習慣づけ、交通事故をなく
しましょう。

5

大磯港港湾管理事務所
☎（61）5719

問


１ １

遙
宇佐美

25

初日の出観賞のため西防
波堤遊歩道を開放します。
新年を大磯港で迎えては
いかがでしょうか。

交通安全協力者表彰
藤曲 大樹
（西小磯東区町内会）
小澤 直美
（西小磯東区町内会）

10

31

 月 日（月・祝）
６：30～16：00
気象条件によって観賞でき
ない場合は、遊歩道の開放
をしないことがあります。

日時

安全は心と時間のゆとりから

20

平成29年度大磯町
交通安全ポスター

54

年末の交通事故防止運動
11

29

11

月 日～ 日の 日間、年
末の交通事故防止運動が展開さ
れ、三沢橋交差点において、通
行者・通行車両に対する夜間街
頭見守り等を実施します。
年末は飲酒の機会が多くなり

問

11

12

日
（木）
が年内最終日！

お持込みは余裕を持ってお早めに

ごみの持込みは


毎年、年末になると、美化センターにごみを持
ち込まれる方が多くなります。
大掃除は計画的に行い、できる限り通常の収集
を利用してください。
【年内最後の週は、
大変混雑します 】

第六十一回大磯西行祭
献詠俳句・短歌募集


平成 年３月 日（日）に開催す
る西行祭の献詠俳句・短歌を募集し
ます。皆さんのご応募をお待ちして
います。

一般の部
小学生の部
中学生の部
一般の部
小中学生の部

▼題 俳句…雑詠 二句
短歌…自由 二首
（未発表の作品に限る）
▼募集部門
俳句

短歌

▼応募方法
①封書で応募の場合
所定の応募用紙または原稿用紙に、
作 品 、 住 所 、 氏 名 （ ま た は 雅 号 ）、
電話番号を楷書（フリガナ付記）で
明記
＊締切 １月 日（金）必着
＊所定
 の応募用紙は町役場等にあり
ます。また、町ホームページから
もダウンロードできます。
＊申込先
〒２５５―０００３
大磯町大磯１３９８番地
大磯町役場産業観光課
「西行祭献詠俳句・短歌募集」係

シ ス テ ム 」の「 大 磯 西 行 祭 献 詠 俳
句・短歌募集」から応募できます。
詳細は、町ホームページをご覧くだ
さい。
＊締め切り １月 日（金）

19

☎内線３３４

▼その他共通事項
＊選考
 結果は、入選者にのみ３月上
旬までに通知します。
＊入選
 句・歌は町ホームページや町
広報誌等に掲載する場合がありま
す。
＊入選
 者は西行祭にて表彰しますの
で、ご出席願います。
＊応募
 作品の返却や審査に関する問
合せには応じられません。

産業観光課

問

30

成人式を開催します

19

18

成人式を体験してみませんか
これから成人式を迎える、16歳～19歳の方で、成
人式当日に受付などのお手伝いをしていただける方
を募集します。希望者は12月27日（水）までにご連
絡ください。
着くずれ直しコーナーを設置
今年度もボランティアの皆さんのご協力により、
着物の着くずれ直しコーナーを会場内に設置しま
す。ご利用ください。

100件前後

25

成人式を次のとおり開催します。対象の方には12
月上旬に案内状を送付します。届かない場合は連絡
をお願いします。
また、町外に住所を移した方で出席を希望する場
合は、12月27日（水）までにご連絡ください。
▶と き 平成30年１月８日（月・祝）
13：30～15：30（受付 12：50～）
▶ところ 大磯プリンスホテル国際会議場
▶対 象 平成９年４月２日～平成10年４月１日生
まれで平成29年12月１日現在大磯町に住
民票のある方

②電子申請で応募の場合
町ホームページ「電子申請・届出

☎内線323

生涯学習課

問・

待ち時間１時間前後
１月４日（木）に予定する、不燃ごみ
等の回収容器は、１月３日（水）の箱
根駅伝大会終了後に設置します。

待ち時間は５分程度

年内最終日の持込みは避けま
しょう。
長時間待つことで、心のゆと
りが無くなり、思いがけない事
故などが発生します。
なお、臨時収集申込みの受付
は 月５日（火）までです。

72

年末
高麗、東町、長者町、山王町、
神明町、北本町、北下町、南本
町、南下町、茶屋町の皆さんへ

20〜30件
年末以外の日

美化センター
☎（ ）４４３８

ご成人おめでとうございます

!!

28
１日に持ち込まれる平均件数
12

問

6

➡

④電話で本予約

⑤利用

こんにちは

12

「不溶性食物繊維」は、水分
を吸収して大きくふくらみ、腸
を刺激して便意を促します。そ
のため、食事量が少ないことに
よる便秘や、運動不足による便
秘に効果的です。ただし、摂り
すぎてしまうと便の水分まで吸
収されてしまうので便が硬くな
り、便秘を悪化させる可能性が
あるので、水分も十分に摂るよ
うにしてください。

栄養士です

食物繊維は便秘解消だけでな
く、大腸がん発生率の抑制、動
脈硬化予防、糖尿病予防などに
も効果的です。
おなかをすっきりさせて、よ
い年を迎えましょう。

スポーツ健康課 大西
☎内線３１９


問

こんな時
？
どうしよう

今年も、インフルエンザが、
流行する季節になりました。
子どもが病気になった時、
「感染期が過ぎてもまだ元気
が な い 。」「 仕 事 を こ れ 以 上 休 め
な い 。」
「見てくれる人がいな
い 。」 と 悩 ん だ こ と が あ り ま せ
んか？
病後児保育とは、病気やけが
の回復期のお子さんを預かり、
保育する制度です。
町では、認定こども園あおば
と内「もりのうさぎ」で病後児
保育を行っています。
30

安心してお子さんを預けられ
るよう、専用保育室で看護師と
保育士が、お子さんの体調に適
冬になると、冷えから便秘気
また、便秘解消効果だけでな
した保育を行います。
味になる方も多いのではないで く、腸内の有害物質を吸着し、
★対象児童
しょうか。 月は大掃除のシー 排泄する作用があるので、大腸
町内
 在住または保護者が町内 ズン、おなかの大掃除もしてみ がん発生率の抑制に有効と言わ
に在勤・在学する生後６か月
ませんか。
れています。
から就学前までの児童
水溶性食物繊維（水に溶ける）
★定員 ３人（予約順）
食物繊維を摂ろう
ネバネバした野菜、こんにゃ
★利用日時 月～金曜日（祝日
便秘解消に効果的なものとし く、海藻類、熟した果物に多く
・年
 末年始を除く）の７時
て食物繊維があげられますが、 含まれています。
分～ 時 分
体内での役割が異なる「不溶性
★利用料 １日２，０００円
食物繊維」と「水溶性食物繊維」
（給食・おやつ代は別途負担、 の２種類があることをご存知で
生保・非課税世帯は免除あり） すか。便秘に悩んでいる方は、
「水溶性食物繊維」は、腸内
今の自分の便の状態をチェック で発酵し、善玉菌のエサとなる
登録から利用までの流れ
して、便秘解消に役立ててみて ので、腸内環境を整える整腸効
①事前に利用登録書等を提出
果があります。水に溶け、水分
く
ださい。
➡
不溶性食物繊維（水に溶けない） を含むとゲル状になる性質があ
玄米、野菜類、きのこ類、豆 り、便を軟らかくする効果があ
②電話で仮予約
類、果物、エビ・カニの殻など るので、硬めな便になっている
（利用の前日までに）
便秘に効果的です。
に多く含まれています。
➡
また、コレステロールの吸収
③ 医療機関で医師連絡票を発行
を抑えて動脈硬化予防、糖の吸
➡
収を遅延させ糖尿病予防になる
作用もあります。
30

○登録・利用の問合せ先
認定こども園あおばと
病後児保育室
「もりのうさぎ」
☎（ ）５９１８
○制度についての問合せ先
子育て支援課
☎内線３１７・３１８

広告

7

18

74

病後児
保 育

子育て講座情報

子育て支援総合センター
（めばえ）からのお知らせ

子育て支援総合センター（めばえ）
イベント

ママと一緒のおはなし
タイム

子ども発達相談員
（心理士）の育児相談
ハッピー３世代交流会

日 程
12/４（月）～
12/25（月）

未就学児と保護者

お誕生会談員
保健師の育児相談

※定員がある講座は先着順となります。

対 象

親子製作

12/５（火）
12/15（金）

未就学児の保護者
未就学児と保護者
町内在住の高齢者

問・申
子育て支援総合センター
☎（71）3377
休館日 12/３・10・17・23・24・29〜31
１/１〜３（日・祝日・年末年始）

時 間

申込み

定員

持ち物

備 考

クリスマスにちなんだ飾りを親子で作ってみません
10：00～15：00
か。 不要
おはなしボランティア「まめの木」によるおはなし
会です。 不要
11：00～11：30 出し物パネルシアター「しゃぼん玉とばせ」
プレゼントバースデーカード（お子さんの手形・足
形を押して） 不要

12/18（月）

11：00～12：00

12/20（水）

10：00～11：00

12/21（木）

10：30～11：30

地域の高齢の方と一緒に歌ったり手遊びをしたりし
ましょう。親子で楽しめる工作もします。 不要

時 間

備 考

お子さんの発育や発達で心配なことをお気軽にご相
談ください。 不要

東部つどいの広場（生涯学習館 １階研修室）
イベント

対 象

日 程

ハッピー３世代交流会

未就学児と保護者
町内在住の高齢者

12/１（金）

10：30～11：30

お誕生会

未就学児と保護者

12/14（木）

11：00～11：30

保健師の育児相談

未就学児の保護者

12/19（火）

11：00～12：00

親子製作

未就学児と保護者

東部つどいの
広場開催日

10：00～15：00 12/１（金）・12/26（火）除く

不要
不要
不要

東部つどいの広場（保健センター ２階運動指導室）
イベント

対 象

日 程

時 間

子ども発達相談員
（心理士）の育児相談

未就学児の保護者

12/４（月）

11：00～12：00

子育て講座
「ベビーマッサージ」

妊婦の方、３か月
（首が座ったくら
い）～２歳未満の
乳幼児と保護者

１/16（火）
１/23（火）

10：00～11：30

親子製作

未就学児と保護者

※２回で１コース
東部つどいの
広場開催日

10：00～15：00

備 考
不要
手から伝わる優しさとぬくもり、親子のふれあいの
12月20
時間をお楽しみください。 バスタオル
日（水）～
20組 講師鳥海 愛子氏（チャイルド
ボディセラピスト）
不要

「大磯町子ども・子育て会議」
公募委員を募集
町では、子ども・子育て支援法に基づき、大磯町子ども・子育て会議を設
置しています。会議では、子育て支援に関する計画策定等について調査・審
議を行います。今回、町民参加により多様な意見を反映させるため、公募委
員として参加いただける方を募集します。
募集人数：２人 任期：委嘱の日から２年間
応募資格：町内在住の方で、未就園児を子育て中の方。平日開催する会議
（年３回予定）に出席可能な方。
応募方法：所定の応募用紙に、400字程度の小論文を添えて、郵送、持参、
Ｅメールにて提出。
【小論文テーマ】『「子育てで選ばれる町！おおいそ」
の実現に必要だと思うこと』
報
酬：１回6,500円 応募期間：12月５日（火）～25日（月）※当日消印有効
選考結果：平成30年３月頃までに書面で通知
問・申〒255-8555 大磯町役場子育て支援課 ☎内線305
*oubokosodate@town.oiso.kanagawa.jp

平成29年度

療育研修会参加者募集
ちょっと気になる子どものほめ方、叱り
方、励まし方のコツについて、たくさん紹
介していただけます。
と き
ところ
対 象

平成30年１月13日（土）14時～16時
保健センター２階研修室
在住・在勤の方50人（子育て中の
保護者及び支援者等）
講 師 阿部 利彦氏（星槎大学大学院教
育実践研究科准教授）
内 容 見方を変えればうまくいく！発達
が気になる子の子育てリフレーミング
保 育 未就学児15名（先着順）
問・申子育て支援総合センター

☎（71）3377
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図

書

館

郷土資料館

称

日

時

内

容

対象年齢

国府分館
パペット：ねずみさんが…
12月14日(木)
３歳までのクリスマス
エプロンシアター：アンパンマンとカ ０歳～４歳
10：30～11：00
おはなし会
レーパーティー ほか
大型絵本：だいおういかのいかたろう
本館
12月16日(土)
４歳～
ハンドベル：あわてんぼうのサンタク
クリスマスおはなし会 10：00～11：00
小学生
ロース ほか
本館
パネルシアター：まあるいたまご
12月21日(木)
３歳までのクリスマス
大型絵本：どうぶついろいろかくれんぼ ０歳～４歳
10：30～11：00
ほか
おはなし会
国府分館
12月23日(土) 人形劇：まんまるパン
クリスマスおはなし会 14：00～15：00 飛び出す絵本：はらぺこあおむし ほか
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三つかぞえて 日常の俳句
村井 康司／編 メリンダ・パイノ／絵
岩崎書店

みんなで築こう
人権の世紀

～考えよう相手の気持ち
育てよう 思いやりの心～
第69回人権週間

12月４日～10日

国連の世界人権宣言採択を記念し
て、日本では毎年12月４日～10日を
「人権週間」としています。一人ひ
とりがお互いの違いを認め、すべて
の人が個人として尊重される平和で
豊かな社会の実現に向けて、町をは
じめ法務省や全国人権擁護委員連合
会など関係機関が様々な啓発活動を
実施します。
【人権相談】
人権侵害などでお悩みの方は、一
人で悩まず、人権相談をご利用くだ
さい。
問町民課 ☎内線237
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冬休みの読書はこれで決まり
すいせん図書リストをどうぞ

冬休み すいせん図書５．６年生向き

五・七・五で表す日常の
俳句を 句。かわいらしい
鳥たちとともにお届け。折
れているページをめくると、
簡単な解説が俳句鑑賞の手
引きとなり、俳句の世界に
導いてくれる。

年末年始休館のお知らせ

29

図書館・郷土資料館・旧吉田茂邸

図書館、郷土資料館、旧吉田茂邸
い ず れ も 年 末 は 月 日（ 金 ）か ら
休館いたします。年明けは、１月５
日（金）から開館します。
来年もたくさんの方のご来館をお
待ちしています。
12

３歳～
小学生

☎ （61）3002
12／４・７・11・18・25・29〜31
☎（61）4700
12／１・４・11・18・25・29〜31

冬休みに向けて、心温まるすいせ
いよ い よ シ ー ズ ン 到 来
ん図書リストを用意しました。学年
クリ ス マ ス お は な し 会
別に図書を選びましたので、小中学
ハンドベルあり、
大型紙芝居あり、 生の皆さん、ぜひリストに載ってい
エプロンシアターありの盛りだくさ る本を読んでみてください。
んのプログラムを用意して、皆さん
慌ただしい年末年始にも、ほっと
をお待ちしています。
一息ついて、読書の時間をつくりま
しょう。

名

問・
休館日
問・
休館日

12月３日から９日は「障害者週間」です
「障害者週間」は、障がい者の福祉
についての関心と理解を深めるとと
もに、障がい者が社会、経済、文
化、その他あらゆる分野の活動に積
極的に参加する意欲を高めることを
目的としています。
また、すべての国民が障がいの有
無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重し合い
ながら共生する社会の実現を目的と
して「障害を理由とする差別の解消
の推進に関する法律（障害者差別解
消法）」も平成28年４月1日より施
行されました。
～誰もが障がい者になる可能性があ
ります～
障がいは不慮な事故や病気や怪我
が原因となったり、人間関係や仕事

等でのストレスが原因となって発症
する方もいます。
障がいを理解することで、障がい
のある方もない方もお互いを思いや
り、その人らしさを尊重し、共に生
きていく社会を皆で考え、実践して
いきましょう。そして、誰もが安心
して暮らしていくことができるまち
を作っていきましょう。
問福祉課

☎（73）4530

平成29年度 町の上半 期財政状況を報告 !
平成29年度上半期（平成29年９月30日現在）の予算執行状況をお知らせします。

● 一般会計の収入・執行状況 ●

会

（当初予算額 98億5,300万円＋補正予算額 5億4,220万円）

収入済額 52億1,078万円（収入率50.1％） 執行済額 38億5,547万円（執行率37.1％）
町

入

歳

税 町民税、固定資産税など町に納められる
税金

収入済額 29億8,673万円

(収入率 61.6%)

使 用 料 公共施設の使用料などサービスに対し
主 手 数 料 対価として徴収するお金
源

執行済額 15億 996万円

執行済額 4億2,996万円

そ の 他 繰入金、財産収入、諸収入など上記以外で

衛 生 費 予防接種やごみ処理など

町が自主的に調達できるお金
予算現額 14億7,226万円
収入済額 9億1,057万円

(収入率 61.8%)

執行済額 3億1,876万円

依

執行済額 6億4,420万円

0円

方 地方公共団体の行政サービスを一定に保
財 地
交 付 税 つため国から交付されるお金

執行済額 3億1,436万円

収入済額 4億6,188万円

そ の 他

予算現額 6億4,664万円

8億7,900万円

4億6,473万円 49.4%

4億2,935万円 45.7%

介 護 保 険 事 業

31億 100万円

1億5,051万円 32億5,151万円 14億4,565万円 44.5%

11億4,840万円 35.3%

下

18億2,500万円

5億9,529万円 32.0%

5億3,738万円 28.9%

執行済額 2億5,332万円

そ の 他

(執行率 38.5%)

(執行率 37.6%)

議会費、農林水産費、商工費、消防費など
上記以外の費用
執行済額 3億8,491万円

業

3,703万円 18億6,203万円

(執行率 44.5%)

収入率

執行済額

執行率

一般会計では、近年、地方交付税の代替措置として借
り入れる臨時財政対策債が最も多くなっています。下水
道事業債は今後も残高が増える見込みです。今後も町全
体で事業の見直し等を図り、町債等に頼らない財政構造
へ転換していくことに努めてまいります。

【前年度同期比：1億4,285万円増】
（町民１人当たり残高：51万6,334円）

一般会計

収入済額

9億4,042万円

6,142万円

全会計：162億3,819万円
70億7,743万円

特別会計

91億6,076万円

下水道事業債
91億6,076万円

土木債（道路整備など） 教育債（学校整備など） 衛生債（ごみ処理施設など）
5億4,746万円
8億2,894万円
4億753万円

その他（耐震事業など）
3億1,357万円

町有財産の状況

金
土

予算現額 8億6,572万円
(収入率 53.4%)

道 事

予算現額

町債（借金）の現在高

基

◆一般会計 上半期のポイント◆上半期では、再建を続けてきた旧吉田茂邸をオープンしたほか、福祉センターの空調設備改修や昨
年度に引き続き（仮称）リサイクルセンターの整備を行いました。
また、今後増加が見込まれる公共施設の維持整備にかかる経費に備えるため、基金への積立金を補正予算で計上しました。
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後期高齢者医療

(執行率 44.1%)

予算現額 6億7,354万円

(収入率 67.9%)

自動車取得税など国・県を経由して地方
自治体に配分されるお金
収入済額 3億4,534万円

18億 728万円 37.3%

項

公 債 費 町の借金の返済費用

予算現額 6億8,000万円

源

(執行率 21.2%)

予算現額 8億1,698万円
(収入率 0.0%)

名

臨時財政対策債
49億7,993万円

教 育 費 学校や生涯学習など

予算現額 7億3,000万円
収入済額

2億3,373万円 48億3,973万円 20億5,274万円 42.4%

予算現額 14億6,042万円

(収入率 22.4%)

債 町が借り入れる借金

存

46億 600万円

土 木 費 道路や河川、公園の整備など

予算現額 18億5,739万円

町

国民健康保険事業

(執行率 27.7%)

予算現額 15億 444万円

国 ・ 県 使い道が特定され国や県から交付される
支 出 金 お金
収入済額 4億1,653万円

補正予算額

水

計

予算現額 15億5,366万円

(収入率 55.5%)

8,973万円

(執行率 42.9%)

総 務 費 住民登録や交通安全、防犯、防災対策など

予算現額 1億6,155万円

収入済額

当初予算額

予算現額 35億2,044万円

自
財

出

民 生 費 保育園や障がい者、高齢者の福祉など

予算現額 48億4,736万円

☎内線 216・219

特別会計の収入・執行状況

予算現額 103億9,520万円
歳

問 財政課

目
現

金

有価証券
土

地

地

建物
（延床）

平成28年度末
［A］
21億5,669万円

0円

平成29年度
増減
［B］
－
［A］
上半期末
［B］

18億3,922万円 △3億1,747万円 財政調整基金及び国民健康保険財政調整基金の取り崩しを行ったため
0円

7億 817万円

7億 817万円

64,208 ㎡

64,208 ㎡

803,818 ㎡

803,592 ㎡

教育費
9,996円
衛生費
10,136円

0円

－

0㎡

－

△226㎡ 普通財産を一般競争入札により売却したため

１人当たりの町税負担額
その他
（消防費、議会費など）
12,239円

民生費

122,594円 48,013円
土木費
20,484円

－

0円

１人当たりに使われたお金
公債費
8,055円

主な増減理由

総務費
13,671円

その他
（軽自動車税など）
1,694円

町たばこ税
1,946円

町民税
41,009円

94,971円
固定資産税
50,322円

※人口は平成29年10月1日現在（31,449人）の値を用いて算出しています。
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とき
ところ
費用
定員
城山学習講座～第2回バラの剪定・
その理論と実際～
バラの新種はどのように作られるの
かや、株バラやつるバラの剪定や誘引
を邸内のバラ園にて実技を交えて行う
勉強会です。
１月７日
（日）
13時～
15時※雨天決行
30名
（先着順）
大磯城山公園「旧吉田茂邸地区管理
休憩棟」 講師農学博士 林 勇氏
無料
12月３日
（日）
～
大磯城山公園☎（61）0355（受付時間
9時～16時）
左義長を訪ねる
～左義長ゆかりの道祖神を巡る～
１月13日
（土）
15時受付
15時30分～17時30分
（小雨決行）
集合場所聖ステパノ学園広場
コース広場～七所参りの道祖神（坂下
～浜之町～大泊～子の神～中宿～浅間
町～大北）～山王町～長者町～サイト
広場（解散）
約３km、２時間
100人
500円
（保険代、資料代含）
往復ハガキに企画名、開催日、住所、
氏名、電話番号、人数
（２人まで）
明記。
ホームページからの申し込み可
12月25日（月）必着（応募者多数の場
合、抽選）
・ 〒255-0003大磯町大磯995-12-Ｂ
ＮＰＯ法人大磯ガイド協会
☎（73）8590（９－17時、土日祝日を除
く）http://www.oisoguide.com
切り絵教室
12月21日
（木）
13時～15時
内容季節に合わせたデザインの作品を
作ります。初めての方でも簡単に切り
絵を楽しめます。
講師紙工房 田所 正志氏
対象小学３年生以上
30人
2,000円
（入庵料込）
※初めての方は1,000円
・ 鴫立庵 ☎(61)6926

ファミリーで楽しむ
クリスマスソング演奏会
12月23日（土・祝）14時～16時
西小磯エコール･ド･ピアノレッスン
室
30人
無料
12月17日（日）
まで その他演奏希望者５組募集（プ
ロ・アマ・音大生）1,000円（参加費）
・ （61）2893（Ｅ・ピアノ 渡辺）
運動公園へ行こう
クリスマスウォーク
公園ではサンタがホットチョコレー
トとクッキーでお出迎えします。
12月24日（日）９時～
大磯駅～大
磯運動公園（約３km） 20名
500円
（サンタ帽、飲み物、菓子、竹
細工代）
※当日持参
運動できる服装
12月20日（水）
・ 大磯運動公園管理棟
☎
（61）
8822
第1回ホットチョコレート・ラン
約１kmをトナカイカチューシャスタ
イルで走る、小学生対象のクリスマス
感たっぷりのランニングイベント。
12月24日（日）13時30分～
大磯運動公園
30名
500円
（ゼッケン、トナカイカチューシャ、
飲み物、バナナ代）
運動できる服装（運動靴）
12月20日（水）
参加費を添えて公園窓口に申し込む
・ 大磯運動公園管理棟
☎
（61）
8822
大木和音チェンバロリサイタル
12月25日（月）17時30分開演（17時開
場） 無罣庵（大磯幼稚園前）
内容J.S.バッハ ゴルトベルク変奏曲
30人
（要予約） 3,000円
・ （61）6906（中村）

持ち物
締め切り
申込み
問合わせ

講座・催し
初心者太極拳講習会
12月４日（月）10時～正午、12月18日
（月）10時～正午、１月15日（月）
13時～
15時、１月22日（月）13時～15時
ふ
れあい会館
１回300円
動きや
すい服装・上履き 講師日本太極拳連
盟公認指導員
町体育協会太極拳部
☎（61）1793（中澤宅）
（73）3465
（中後宅）
※10月22日（日）開催予定だった「町民
太極拳フェスティバル」は荒天のため
次の日程に延期となりました。
・ 12月17日（日）正午～国府小学校
おもてなし料理教室のお知らせ
12月12日（火）10時～13時
保健センター１階保健指導室
内容普段よく使う食材で、簡単おもて
なし料理をご紹介 対象成人男女
20人（先着順） 800円（材料費・保
険代）
エプロン、三角巾、手ふき
タオル、筆記用具
12月８日
（金）
その他味噌汁やスープを少量お持ちい
ただくと、その場で塩分測定をします。
ご興味のある方はお持ちください。
・ 大磯町食生活改善推進団体
加藤宅 ☎（61）3111
伝統料理教室「ひとの「わ」」
①12月15日（金）②平成30年２月23日
（金）10時15分～12時30分
保健センター１階保健指導室
内容①クリスマス・お正月料理②ひな
祭り料理
各20名（先着順）
１回当たり500円（材料費、保険代）
エプロン、三角巾、手ふきタオル、
筆記用具
①12月８日（金）
②平成30
年２月16日（金） その他ボランティア
によるお子さんの見守り有（要予約）
・ スポーツ健康課 ☎内線319
広告

消防情報ダイヤル

☎（61）5151

消防車の出動情報、休日当番医情報は、こちらで確認してください。

消防署

☎
（61）0911
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大磯町小規模事業者経営改善資金
利子補給制度のご案内
町内の小規模事業者の方の経営支援
として、大磯町商工会の経営指導を受
けることによって、無担保・無保証で
利用することができる「小規模事業者
経営改善資金」
（マル経融資）を利用さ
れた人に対し、その利子の一部を補助
する制度です。詳細はお問合せください。
・ 産業観光課 ☎内線334
大磯町創業者支援利子補給制度の
ご案内
町内において起業等を行う方が、必
要な融資を株式会社日本政策金融公庫
から受けたとき、その利子の一部を補助
する制度です。詳細はお問合せください。
申請場所産業観光課観光推進係（大磯
港港湾管理事務所内）
・ 産業観光課 ☎内線334
大磯町中小企業金融対策融資制度の
ご案内
町内に事業所を持つ中小企業の方
が、事業を運営していくための資金を
円滑に調達できるよう、町内金融機関
と連携した融資制度を設けています。
詳細はお問合せください。
取扱金融機関中南信用金庫☎
（61）
7200
横浜銀行大磯支店☎
（61）
1590
受付取扱金融機関及び大磯町商工会
☎（61）
0871
産業観光課 ☎内線334
中小企業退職金制度に関するご案内
中小企業退職金制度は、独力では退
職金制度を設けることが困難な中小企
業に対して、事業主の相互共済の仕組
みと国の援助によって設けられた国の
退職金制度です。
詳しくは、独立行政法人勤労者退職金
共済機構ホームページ
（http://taisyokukin.go.jp/）
をご覧ください。
町では退職金共済掛金の一部を補助
する「大磯町中小企業退職金共済制度」
を設けています。
産業観光課 ☎内線334
平塚市消費生活センター
（消費生活相談）
が
平塚市役所本館へ移転します。
12月22日
（金）
まで平塚市八重咲町３-３
ＪＡビルかながわ２階
12月25日
（月）
から平塚市役所本館１階
※平成30年１月４日
（木）
から駐車場が
有料になります。
平塚市消費生活センター
☎（21）
7530

大磯の魅力再発見・体験講座③
「旧吉田茂邸 見学・体験」
１月25日（木）９時15分受付
９時30分～正午（雨天決行）
集合場所郷土資料館研修室
内容「吉田茂と大磯」に関する講義（約
１時間）を受けた後、旧吉田茂邸へ移
動。再建された建屋内を見学体験する
（ガイドによる説明付き）
講師久保庭 萌氏（学芸員）
50人
無料
往復ハガキに講座名、開催日、住所、
氏名、電話番号、人数
（２人まで）
を明記
１月15日（月）必着（応募者多数の場
合、抽選。大磯町民優先）
・ 〒255-0003大磯町大磯995-12-B
ＮＰＯ法人大磯ガイド協会 ☎（73）
8590
（９～17時、土日祝日を除く）
健康マージャン入門講座
「賭けない・飲まない・吸わない」頭
脳ゲームとしてのマージャンを体験し
てみませんか？
１月17日～３月７日毎週水曜日（全
８回）
各回とも10時～正午
生涯学習館講習室
4,000円（８回分、初回に別途テキス
ト代2,000円） 32名（先着順）
その他ボランティアも同時募集。12月
20日
（水）
正午～17時に講習会を開催し
ます。事前に予約をお願いします。
・ 健康マージャン大磯
☎070
（6454）8141（青沼）

お 知 ら せ

建物を取り壊した場合は
お届けください
住宅や倉庫などの建物を取り壊した
ときは、町へ「家屋滅失届」を年末まで
にご提出ください。
（法務局で滅失登
記の申請を行った方は提出不要です。）
ご不明な点につきましては、お問合せ
ください。
税務課 ☎内線255・256
平塚市民病院 年末年始における救
急外来の受入制限について
下記の期間に医療情報システムの入
替作業を行うため、救急外来の受入が
制限されます。
受入制限期間12月30日（土）18時から平
成30年1月1日（月）17時まで
受入体制原則として診療を休止しま
す。継続的に受診している方の病状悪
化等については、電話で対応を判断し
ます。
平塚市民病院経営企画課
☎
（32）
0015 内線3198

火事と救急
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10月の出動状況

介護予防教室（第３期）のご案内
①ますます元気いっぱい教室
１月11日～３月15日
全10回、14時～16時（毎週木曜日）
内容運動機能向上をめざして、自宅で
もできる運動や、脳トレ体操で認知症
予防を行います。
対象元気な体づくりをめざしたい方
②のんびり・らくらく元気アップ教室
１月11日～３月15日
全10回、10時～正午（毎週木曜日）
内容かんたんな運動や口の体操、食事
の話を通じて健康づくりを促し、脳ト
レで認知症予防を行います。
対象体力や日常生活動作に不安のある方
世代交流センターさざんか荘
送迎最寄りのバス停からの送迎あり
参加用件町内在住の65歳以上の方（医
師から運動を禁止されていない方）
各20人（先着）
300円×10回（前納）
・ 福祉課 ☎内線302
エネルギー講演会の開催
省エネルギー及び再生可能エネル
ギーについての理解を深め、地球環境
や私たちの生活について考えてみま
しょう。 １月20日（土）13時30分～15
時
福祉センターさざれ石２階レク
リエーション室 内容エネルギーと私
たちの生活
講師内田 裕久氏（東海大学工学部教
授、（株）ケイエスピー代表取締役）
対象町内在住・在勤の方
40人（先着順） 無料
電話で12月４日（月）から
・ 環境課（美化センター内）
☎（72）4438
平成29年度「傾聴ボランティア」
養成
講座のお知らせ
「聴く技術」を学び、傾聴ボランティ
アとして活動をしてみませんか！
１月22日（月）、１月29日（月）
、２月
５日（月）、２月19日（月）
いずれも13時30分～15時30分
福祉センターさざれ石２階レクリ
エーション室 講師グループみみ（傾
聴ボランティアグループ）の皆さん
対象大磯町在住の方。全日程受講可能
な方で、講座修了後、傾聴ボランティ
アとして活動していただける方。
20人（先着順） 500円（資料代）
その他全４日の講座の他に、施設実習
が２月６日（火）～２月16日（金）
の間に
１日あります。実習の日程については
お問合わせください。
・ 大磯町地域包括支援センター
☎（61）9966

消防車… 29件（火災出動２、救助出動０、 その他出動27）
救急車…132件（急病92、交通事故7、一般負傷23、その他10）

第２回 ランニング講座
ランニングプロデューサー坂本雄次
監修によるランニング講座。運動公園
内での実技クリニック後、
ランニング。
１月28日
（日）
13時30分～
大磯運動公園
（集合）
～大磯港ポート
ハウスてるがさき 講師伊藤 大介氏
（㈱ランナーズ・ウエルネス所属）
対象これからランニング始めたい人
（入門編）
20名
1,500円（保険代
込）
運動できる服装
（運動靴）
１月19日
（金）
までに公園窓口または
ＲＵＮＮＥＴ（インターネットエント
リーサイト）
で受付
・ 大磯運動公園管理棟
☎（61）
8822

スポーツ大会の結果
第43回 町民バレーボール大会
10月15日
（日） 国府小学校体育館
優 勝 はまなす
準優勝 こゆるぎクラブ
町体育協会バレー部
☎(61）
5442
（飯田）
第55回 町民卓球大会
（団体の部）
９月10日
（日） 国府中学校体育館
▼男子
優 勝 広瀬泰己・杉山彰彦
（ららぱるーざ）
・
準優勝 小出辰也（スマッシュピンポン）
町田和義
（ＳＴＣ）
▼女子
優 勝 阿部優月・竹谷愛生（国府中）
準優勝 上市陽菜・吉川知花（国府中）
町体育協会卓球部
☎（61）
7859
（牧田）

大磯オープンガーデン2018
スタッフ募集
毎年、４月・５月に開催される大磯
オープンガーデンの企画運営のスタッ
フを募集します。スタッフ向けお庭、
お花の勉強会第１回目は平成30年１月、
大磯オープンガーデンのお庭の解説を
予定。
町商工会２階会議室
講師井田 洋介氏（ガーデンデザイナー）
対象お庭で参加している方、お庭を持
たない方でも構いません。活動期間は
１月から５月まで
10人
無料
住所、氏名、電話番号等の
連絡先、参加可能な時間、曜日等を明
記し、電話・FAXまたはEメールにて
申込み。
12月27日（水）まで
・ 大磯オープンガーデンホーム運営
委員会（町商工会内）☎（61）0871（町商工
会）
または090
（1796）
2102
（大倉）
*open.garden.oiso@gmail.com
FAX
（61）
3897

ス ポ ー ツ
第61回 中郡ロードレース大会
12月17日（日）８時30分開会式
コース県立二宮高等学校及び緑が丘周
辺 種目①一般Ａ：7.5km②一般Ｂ（50
歳以上）
・女子・中学生男子：３km
参加資格中郡在住、在勤、在学の中学
生以上の方
無料
※２月に開催される市町村対抗「かな
がわ駅伝」競走大会の大磯町・二宮町
の選手選考の参考資料にします。
当日８時～８時30分（県立二宮高等
学校グラウンドにて）
☎090
（7194）0457（前田宅）

広告
募集‼
政策課

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付
県では母子・父子・寡婦・父母のい
ない家庭などのお子さんを対象とし
て、無利子で学校へ行く資金（就学支
度資金・修学資金）を貸し付ける制度
を実施しています。
・ 平塚保健福祉事務所生活福祉課
☎（32）0130 内線254
「大磯の左義長」にご支援ください。
大磯町左義長保存会では、左義長の
開催を記念した清酒を販売し、売上の
一部を開催費に充てています。ご協力
をお願いします。
販売協力店大磯三河屋酒店（高麗）
、柳
島屋青木酒店（山王町）、飯島酒店（北
下町）、和泉常（南本町）、芦川酒店
（南
下町）、久保田酒店（台町）、地場屋ほっ
こり（大磯駅前）、ファミリーマート大
磯店（神明町）、戸塚正商店（西小磯）
店内飲食店日日食堂（山王町）
販売期間12月１日（金）～
平成30年1月13日（土）
大磯町左義長保存会
☎（61）0411（芦川宅）

募
国府学童保育支援員

集
募集

職種学童保育支援員
業務内容小学校に通う児童を放課後や
休みの日に保育するお仕事です。
年齢18歳～ 勤務地サンキッズ国府学
童保育（国府小学校隣接地）
時給956円～（交通費全額支給）
勤務日平日：週２日、土曜日：月１～
２日 勤務時間14時から３～４時間
（学校休業日は８時から）
※就業時間・曜日は応相談
・ （福）惠伸会サンキッズ国府学童
保育 ☎（72）3274（月～金11時～18時
30分）

☎内線206・207
広告

ントを分かり易く
解説します。
尚 、こ の 講 座 は 情
報提供を目的とし
て お り 、会 場 内 で の
セールスは一切あ
り ま せ ん 。今 回 ご 参
加 の 方 全 員 に は「 失
敗しない塗装マ
ニュアル ７つの
チェックポイント」
を プ レ ゼ ン ト 。先 着
順なのでお申込み
はお早めに。

12月9日
（土）10～11時半

気象情報
10月

最高気温 28.7度 最低気温 9.8度
総雨量 330.5mm

平均気温 17.6度
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〜12月の“おあしす”開催日程のお知らせ〜

ゆずります！ ゆずってください！

不用品登録情報

日

各家庭にある日用品を対象とした
不用品の登録やあっせんの受付を
行っています。
最新情報はホームページまたは町
役場１階の掲示板をご覧ください。

問町民課

☎内線237

会議開催のお知らせ
教育委員会定例会
12月21日（木）９時〜
役場本庁舎 ４階第１会議室
問学校教育課 ☎内線322

時

会

場

テーマ

５日
（火）10:00～11:30 長者町老人憩の家

物忘れ気になりますか？ ～作業療法士による認知症予防～

６日
（水）10:00～11:30 高麗区民会館

薬の疑問をスッキリ解決！ ～薬剤師による賢い薬局の利用法～

７日
（木）10:00～11:30 生沢会館

上手に眠れてますか？ ～睡眠のとり方とからだへの影響～

８日
（金）13:30～15:00 東町福祉館

楽しく動いて、
脳の活性化！ ～やってみよう コグニサイズ～

11日（月） 10:00～11:30 馬場老人憩の家

認知症・寝たきりを防ぐ！歯と口腔ケア

12日
（火）10:00～11:30 中丸会館

健康の秘訣は｢外食｣!? ～理学療法士による心と食と体の話～

13日
（水）10:00～11:30 寺坂老人憩の家

楽しく動いて、脳の活性化！ ～やってみよう コグニサイズ～

14日
（木）10:00～11:30 南下町公民館

転倒骨折予防のヒントを学ぶ！ ～整形外科ナース直伝の骨粗しょう症対策～

15日
（金）10:00～11:30 西小磯東老人憩の家 楽しく動いて、脳の活性化！ ～今話題のスクエアステップを体験しよう～
1８日（月） 10:00～11:30 ふれあい会館

住み慣れた町でいつまでも暮らすために ～地域包括支援センターから耳寄り情報～

20日（水） 10:00～11:30 山王町常会場

衰えない体力づくりで膝痛も予防！ ～理学療法士による体力維持の秘訣～

問スポーツ健康課

12月28日（木）までです!!
大地震に備えて
住宅を守りましょう!!

☎内線242

絵里香

耐震診断に関する相談は、役場２階
窓口、電話等にてお受けします。

犬の毛が風でなびいて涼しそう
晴れているから遠くに行こう

☎内線３３４

住宅耐震化事業補助金）の申請は

西行祭献詠短歌 小中学生の部

耐震診断（平成29年度大磯町

国府中学校 正本

（ 評 ） 作 者 は、 い つ も の よ う に 愛 犬 を 連
れて、散歩に出かけているようです。陽
気の良い日、折からの風が犬の毛を吹い
ていくのを見ると、作者も涼しげに感じ
ま す。 上 句 は 一 瞬 の 出 来 事 で す が、
「な
びく」という言葉によって、風の涼感を
的確にとらえています。毛の長い犬であ
ることもわかります。作者は、快い風が
吹く、明るい日差しに誘われて、散歩の
足を伸ばすことにしました。この具体的
な行動が、一首に若々しさをもたらしま
した。
（西行祭選者 柳 宣宏）

産業観光課

問

☎内線310

今月の短歌

農業委員会総会
12月22日（金）13時30分〜
役場本庁舎 ４階第２委員会室
問農業委員会 ☎内線358

問都市計画課

間

247

相談の案内［12月］
相

談

名

相

談

内

容

等

と

き

行
人

政
権

相
相

談
談

行政や特殊法人に対する要望や苦情

法

律

相

談

相続・離婚・金銭貸借・暴力傷害・債権・債務等、 14日（木）、21日（木）13時〜16時
日常生活の中の法律的な問題
（予約制１回30分以内）

消 費生活相談

14日（木）13時〜16時

憲法で保障されている人権への侵害に関する相談 21日（木）13時〜16時

月〜金 ９時30分〜16時
物品、サービス等の契約に関するトラブル、
解約手続き、商品や訪問販売に関する苦情等 月〜金 ９時30分〜19時
土日祝

９時30分〜16時30分

電 話教育相談

不登校・いじめ等 電話・来所相談
対象…園児・児童・生徒と保護者

こころの健康相談

心の悩みや病気でお困りの方やご家族を対象 お問い合わせください。
として精神科医による相談または家庭訪問を ５日（火）、12日（火）、19日（火）
実施します
13時30分〜16時30分（予約制）

もの忘れ・認知症相談

お問い合わせください。
認知症の治療や対応の仕方について専門医に
21日（木）13時30分〜16時30分
よる相談または家庭訪問を実施します
（予約制）

児 童虐待相談
高齢者介護相談
障がい者虐待相談
心 の保健相談

児童虐待に関する相談
高齢者の介護に関する相談
障がい者虐待に関する相談
心の悩みや病気で困っている方の
社会参加・社会復帰支援の相談

毎週月曜日〜金曜日
９時〜正午/13時〜16時30分

毎週月曜日〜金曜日
８時30分〜17時15分
毎週月曜日〜土曜日
８時30分〜17時15分

と

こ

相談窓口・主管課
町民課
☎（61）4 1 0 0
内線237

※法律相談の予約は
毎月1日からです。
（1日が土・日・祝の場合は、
翌日または翌々日）
※駐車場利用不可

平塚市消費生活センター
☎（21）7 5 3 0 ※無料の駐車場はありません。
かながわ中央消費生活センター
☎045（311）0 9 9 9
大磯町教育研究所
☎（60）3 6 7 0

教育相談窓口

平塚保健福祉事務所保健予防課
☎（32）0 1 3 0 内線272

児童虐待相談ホットライン
地域包括支援センター
障害福祉センター

日曜・祝日・夜間【17時15分〜
大磯町役場
８時30分】
毎週水曜日、第１第３土曜日
13時30分〜15時（予約制）

ろ

福祉センター
「さざれ石」

☎（70）1 0 6 5

☎（61）9 9 6 6

☎（73）4 5 3 0

☎（61）4 1 0 0

障害福祉センター

☎（73）4 5 3 0

※祝日及び年末年始は相談を実施していません。また、かながわ中央消費生活センターは、休館日がございます。詳しくは電話にてお問い合わせください。
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防災行政無線ダイヤル

はっ

さい

発 災

O I S O

☎ 0120（83）0150

防災行政無線で放送した内容を電話で確認できます。

危機管理課

☎内線241

広報おおいそ 2017年12月号

みんなで
つくろう！

Vol.

55

かぼちゃプリン

小学校４年生の作品
（応募当時）

近所の路地裏で売っていた、
農薬を使わずに作られた
「ぼっちゃんかぼちゃ」
を使いました。

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 （５人分）

み うら

三浦

あお せ

150ｇ
200cc
20ｇ
２個

・カラメル
砂糖
水

50ｇ
大さじ２

作り方

蒼生くん（１歳）

１歳になりました♪
アンパンマン大好き、いたずら大好き。
目が離せなくて大変だけど、いっぱい
食べて元気に成長してね^_^

政策課

かぼちゃ
牛乳
砂糖
卵

☎内線207

① カラメルを作る。
小さい鍋に砂糖と水を入れて火にかけ、茶色くなるまでよくかき混ぜる。
② かぼちゃは電子レンジでやわらかくなるまで加熱し、ペースト状にする。
③ ②に砂糖、牛乳、卵を入れてよく混ぜる。
④ 型に①を入れ、その上から③をそっと流し入れる。
⑤ ④を天板にのせ、オーブンに入れて天板の半分の高さまでお湯を注ぎ、
160℃で25分焼く。
⑥ 竹串を中央にさしてドロッとしなければＯＫ。
型のはじにナイフを入れて皿をのせて返して取り出し、できあがり。
※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

①宿場まつり きつねの嫁入り道中
（11/05 山王町 高田さん撮影）

③カナガワ リ・古典プロジェクト
（11/5 大磯港 上田さん撮影）

②大磯町文化祭
 （10/21 郷土資料館 高田さん撮影）

④宿場まつり べんべん工房

（11/5 山王町 奥野さん撮影）

⑤町民空手大会
 （11/12 国府中学校 上田さん撮影）

町の人口と世帯
11月１日現在

人口 31,473（＋24）男 15,354（＋7）女 16,119（＋17）
世帯 12,517（＋26） （ ）は前月比

⑥親子で芋掘り

（11/03 寺坂 杉崎さん撮影）
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