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▲昨年のオープンガーデンの様子

｢ 大磯オープンガーデン2016｣ 開催
５月13日(金)〜15日(日)
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「大磯アフタヌーンティー」
開催

15

「 大磯オープンガーデン
２０１６」開催

５月のオープンガーデンのお
花の香りとともに、大磯町内の
カフェで「くつろぎのひとと
き」を楽しもう！
▼とき ５月 日（金）〜 日
（日）
▼ところ 大磯アフタヌーンテ
ィー参加店 店舗
・うろんや大磯
・大磯珈琲庵
・大磯迎賓舘
・大磯プリンスホテル・バーラ
ウンジ モロキニ
・カフェあおばと
・ café & catering WiLLD
・カフェぶらっと
・蔵にて
・スプーンハウス
・ CHAIRO CURRY
・はやし亭
・ほっこり桜カフェ
・ magnet
・ラコルタ カフェ プラスベー
カリー
・レストラン セラ・ベン
開催日及び時間は、各店舗に
※
より異なります。
町役場及び観光案内所でパン
フレットを配っています。
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こうのまち

皆さんの目と耳で伝統が受け
継がれていく様を体感しに来て
ください。
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▼とき ５月５日（木・祝日）
▼ところ 神揃山・馬場公園
▼その他 当日は祭事催行に伴
い近隣道路の通行止めが予定
されています。

産業観光課 ☎内線３３４

15

新緑の香り漂うなか、町内お
花めぐり散策はいかがですか。
▼とき ５月 日（金）〜 日
（日）
いずれも 時〜 時
▼ところ オープンガーデンに
参加されているお庭など
●昨年に引き続き「大磯アフタ
ヌーンティー」を同時開催。
町内 店舗のカフェで、オリ
ジナル限定メニューを楽しめ
ます。
※ 来訪者用の駐車場はありま
せん。また、ご近所の迷惑に
ならないよう静かに鑑賞願い
ます。
15

オープンガーデンホーム運
営委員会 大(磯町商工会内 )
☎（ ）０８７１
問

15

産業観光課 ☎内線３３４

問

平塚学園
グラウンド

総社宮立順路

②

通行止め
9:00～18:00

相模国府祭
寒川神社と川勾神社の「われ
こそが相模国の一番の神社であ
る」という争いを神事化した
『座
問答』、今年も
「いずれ明年まで」
と決着せず、来年に持ち越され
るのでしょうか。（神揃山にて）
舟形舞台で舞う『鷺の舞』は
天下泰平を祈り大矢場（馬場公
園）にて開催されます。
また、寒川神社、川勾神社、
比々多神社、前鳥神社、平塚八
幡宮の五社及び総社六所神社の
神輿が一同にそろいます。
問

通行止め
9:00～17:00

①

城山公園

当日は祭事催行に伴い近隣道路の
通行止めが予定されています

2

虎御石まつり

第 回なぎさの祭典
第第第第

「夏

大磯 祭 」開催日・出演者決定

会場案内図

第２エリア

なぎさの祭典実行委員会事
務局
（大磯町観光協会）
☎（ ）３３００
（大磯町産業観光課）
☎内線３３４
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ステージ

第１エリア

▼とき ５月 日（日）
▼ところ 延台寺
曽我十郎の恋人、虎御前が開
山した延台寺。曽我十郎の命を
守った霊石「虎御石」が、開帳
されます。
当日は、大願成就や厄除け、
安産にご利益があるとされる虎
御石に、直接触れて願いをかけ
ることができます。近年は受験
生等の参拝者も増えています。
また、境内にある虎女供養塔
や、虎女が十郎との恋の成就を
祈願したと伝えられる龍神様、
大磯宿遊女の墓なども自由に参
拝できます。

入口

!!

制限を設けます。ピンクのリ
ストバンドをお持ちの方は第
１・第２エリアどちらでも入
場可能ですが、緑のリストバ
ンドの方は第２エリアのみで
ご観覧いただきます。
ご家族のための観覧席確保
の際にはご注意ください。
●リストバンドは先着で順番に
お一人様一枚をお渡しします。
そのリストバンドは、トイレ
や買い物等により途中退場さ
れた場合、再入場時に必ず必
要になります。
バンドをしてない方は、再
入場できません。
●限られたエリア内での観覧に
なりますので、座席確保の際
は多くの方が観覧できるよう
に必要最小限でお願いします。
●入場数を超えた場合は、会場
外等でご観覧いただくことに
なります。
●祭典へのご協賛金を募集して
おります。５，０００円のご
協賛で、入場時に必要となる
リストバンドを２枚進呈いた
します。
協賛金の受付は、５月中旬か
※
ら下旬に大磯町観光協会で開
始予定です。
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〜出演者〜
〈メインステージ〉
川畑 要（ケミストリー）
〈オープニングステージ〉
ＫＵＮＩ
▼とき ７月 日（土） 時予
定、（荒天の場合は、花火大会
のみ８月６日（土） 時 分
に延期。
▼ところ 大磯港県営駐車場
▼駐車場はありません。
公共交通機関ご利用をお願い
します。
▼注意事項 イスの持込、会場
及び周辺でのドローンの使用、
ペットを連れての入場はでき
ません。多くの方の来場が見
込まれます。ルール遵守にご
協力願います。
▼予定入場者数
約３，７００人
会場内の安全確保のため、入
※
場制限を実施いたします。
▼入場方法
●会場内を第１エリアと第２エ
リアに分けます。
第１エリアが安全確保上、
満員と判断した場合は、第２
エリアのみに入場となります。
入場する際のリストバンド
を２色用意し、エリアの移動
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産業観光課 ☎内線３３４

問

〜第

回 大磯西行祭〜

【応募入選作品】
◎献詠俳句
【一般の部】応募総数３６１句
第一位 茅ヶ崎市 塚島 邦弘
西行忌砕けし波は石鳴らす
第二位 伊勢原市 小野みどり
第三位 平塚市
熊沢 雅晴
第四位 大磯町
北條 君枝
第五位 伊勢原市 齋藤 延子
第六位 新潟県加茂市
織田亮太朗

献詠俳句・短歌 入選作決定
第 回大磯西行祭を３月 日
に開催し、皆さんから募集しま
した献詠俳句・短歌の各部門の
入選作品が決定しました。
選者の献詠された句・歌及び
入選作品は次のとおりです。
（敬称略・学年は応募時のもの）
27

【選者】
◎献詠句
鍵和田秞子
風紋のゆくへに怒濤西行忌
本井 英
西行忌の海辺に虎の物語
河野 薫
如月や見果てぬ夢か西行歌
遠藤 若狭男
西行の歌をこころに二月尽
長安 節
葛城山かすみてゐたり西行忌

大磯小５年

【小学生の部】応募総数４３８句
第一位 聖ステパノ学園５年
下城 夏海
木枯しがみんなの心強くする
悠吾
第二位 大磯小６年 池
第三位 聖ステパノ学園５年
菅原 昂己
第五位 東京都千代田区立
富士見小学校５年
木田 光
牧田 遥夏
第六位

第
※四位はご都合により辞退さ
れました

大磯中２年

母さんのあかぎれを見て皿洗い
第二位 大磯中２年 古瀬 王海
第三位 ワシントン日本語
学校１年 下谷 吉平
第四位 埼玉県小川町立
欅台中学校３年
亀岡日香里
第五位 埼玉県小川町立
欅台中３年
渡邉 真衣
森
葉月
第六位

大阪府堺市

◎献詠短歌
【一般の部】
応募総数 首
第一位 平塚市
石黒 和風
神様に賜う休暇と妻は言い部屋
を片付け癌手術に行く
第二位 茅ヶ崎市 岩田 裕子
第三位 横浜市旭区 重松 武子
第四位 小田原市 川口 克子
第五位 横浜市港南区 堀江 照子
第六位 東京都小平市 真篠 未成
山野 大輔
選者特別賞

【小・中学生の部】
応募総数３２９首
第一位 大磯中１年 北野 莞大
水彩画みたいにすんだ青空に吸
いこまれていく人々の声
第二位 埼玉県小川町立
欅台中３年
櫻井 紗花
第三位 大磯中２年 芝崎さらり
第四位 埼玉県小川町立
欅台中３年
上田 優希

第五位 埼玉県小川町立
欅台中３年
服部 涼平

第六位 東京都千代田区立
富士見小５年
木田
光
産業観光課 ☎内線３３４

問

鴫立庵をご利用ください

４月から指定管理者「日本環
境マネジメント株式会社」によ
る管理が始まりました。
町指定文化財や町重要景観建
造物に指定されている「鴫立庵」
をご利用ください。
▼利用可能日 鴫立庵開庵日
（ 月 日〜１月３日休庵）
▼利用場所 道場・控え室・茶
室・庭園
▼利用目的 短歌、俳句、生け
花及び茶の湯等
右
※記以外の場合は、ご相談く
ださい。
▼利用料 各場所につき
【句会等】
町内 １時間
３００円
町外 １時間
６００円
【展示等】
町内 １日
２，０００円
町外 １日
４，０００円
▼申込み 利用希望日の２か月
前より受付開始。鴫立庵利用
申請書を鴫立庵まで提出くだ
さい。
▼その他 詳細は、鴫立庵へお
問合せください。

鴫立庵 ☎（ ）６９２６
61
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【中学生の部】応募総数５７７句
第一位 埼玉県小川町立
欅台中３年
舩戸 瑠菜

29

59

◎献詠歌
柳 宣宏
高麗山の黒き林の白きもの木の
花咲くか風に動きて
今井 恵子
山羊の乳搾りしことも夫は言い
雪降れば雪の信濃人なる
花山 多佳子
日時計は遺跡のごとしきさらぎ
の人影あらぬ小公園に

12

問

82

59

4

町内

地区の代 表 者

教育委員会表彰
教育委員会表彰規程に基づき、５名の方が表彰されました。
白谷雪子さんは、町立学校にインターネット端末機器等の高額
寄附 者と して、藤井洋好さ んは学校歯科医（ 年）として、後 藤
恭一 さん は幼 稚 園 サ ポ ータ ー（ 年 ６ か 月 ） とし て学 校教 育 の た
めにご尽力いただきました。
また、高橋秀男さんは文化財専門委員 （ 年）として、三浦勝
男さ んは 文化 財 専 門 委 員（ 年 ） と し て 、社 会教 育の た め ご 尽 力
いただきました。

第７回線引き見直しの都市計画案の
縦覧等についてのお知らせ

町では、待機児童対策をはじ
め、就学前の子どもたちにとっ
てよりよい教育・保育環境を整
備するため、民間法人の活力を
積極的に活用できる施設として
公私連携幼保連携型認定こども
園を設置・運営する事業者を公
募します。
詳細については、町ホームペ
ージをご覧ください。

－

11

学校教育課
☎ 内線３２８ 生涯学習課
☎内 線 ３ ２ ９
子育て支援課 ☎内線３０６
写
※真はご承諾いただいた方のみ掲載しております。

に県決定は県都市計画課また
神奈川県及び町では、県決定
は、町都市計画課、町決定は
案件である「市街化区域と市街
町都市計画課で受け付けます。
化調整区域との区分（区域区
分）
」などに関する都市計画と町 ▼意見書提出の対象者 大磯町
の住民及び利害関係人
決定案件である「用途地域の変
更」などに関する都市計画の変 ▼意見書の提出方法 直接持参
または郵送による
更の案を取りまとめました。
次のとおり閲覧ができますの ▼意見書の様式 住所、氏名、
電話番号を明記した所定の用
で、ご意見のある方は、期限ま
でに意見書を提出してください。 紙
▼内容 区域区分の変更ほか
県都市計画課 ☎０４５
▼縦覧・意見書の提出期間及び
２１０ ６１７５
受付場所 ５月 日（金）〜
都市計画課 ☎内線２４３
日（金）（通常勤務時間）

－

認定こども園設置運営事業者募集

問

17

17

平成 年度各地区の町内会・
自治会の代表者の方は次のとお
りです。なお、☆印は、新しく
代表になられた方です。
（敬称略）
曽根田純一郎
上口
政喜
安部川 孝吉
三上
義弘
荒金
謙次
成瀬
秀樹
岩田
全弘
中村
雅一
眞間 義之助
押野
實
松澤
俊朗
二宮
上
土屋
良明
笠間
友博
矢部
輝雄
脇
國廣
簑島
信雄
谷口
寛
竹内
京三
酒井
英雄
二宮
千久
守屋
友春
熊澤
善一
尾白
佳隆

子育て支援課
☎内線３０６

5

13

24

▲後藤 恭一さん
▲三浦 勝男さん
▲高橋 秀男さん

27

問

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
☆裡
道
台
町
☆西小磯東
☆西小磯西
中
丸
馬
場
国府新宿
月
京
生
沢
寺
坂
虫
窪
黒
岩
西 久 保
石 神 台
問

24
28

町民課 ☎内線２６７

問

平成 年度 神奈川県消防功労者表彰

永年の消防防災の功労に対して次の方々が表彰されました。
（順不同、敬称略）

神奈川県知事表彰
・勤続章（ 年）
・永年勤続優良消防団員
（ 年）
第 分団分団長 浜田 一德
消防団副団長
土方 正美
第 分団部長
川﨑
進
公益財団法人日本消防協会会長
表彰
・功績章
消防団団長
奥野 和夫
・勤続章
消防団副団長
土方 正美
公益財団法人神奈川県消防協会
会長表彰
・功績章
第 分団分団長 浜田 一德
第１分団副分団長
消防総務課
片野 孝治
☎（ ）０９１１
30
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左：奥野和夫さん 右：土方正美さん

大磯町スポーツ表彰

スポーツ健康課
☎内線３２４

ご協力ありがとう
ございます

（東日本大震災義援金中間報告）

東日本大震災が発生して５年
が経過しましたが、被災地では、
いまだに多くの方が仮設住宅や
県外で生活をされています。
そのような中、町では町民の
皆さんの多大なご理解とご協力
により、平成 年度は５６，８
８２円の義援金をお預かりし、
日本赤十字社を通して被災地へ
届けることができました。平成
年３月 日現在、義援金送付
額累計２７，０５８，２２０円
になりました。
ご協力ありがとうございます。
なお、東日本大震災義援金の
受付期間を平成 年３月 日ま
で延長しています。
引き続き、皆さんのあたたか
いご支援をよろしくお願いしま
す。
福祉課 ☎内線３１４

31

28

町では、４月 日に発生した
熊本地震に対する義援金の募金
箱を役場本庁舎のほか、国府支
所、保健センター等の公共施設
に設置し、義援金の受付を開始
しました。

熊本地震災害義援金

31

27

スポーツ推進委員を委嘱
伴
紀子（南下町）
杉山 裕（茶屋町）
スポーツ推進委員は、町のス
村上 健（台町）
ポーツ推進を図るため、スポー
山本 秀司（台町）
ツ事業に係る連絡調整、スポー
ツの実技指導や助言などを行い、 加藤 桂子（中丸）
スポーツ推進の企画・コーディ ☆安藤 史織（中丸）
ネーターの活動を行っています。 曽我部 耕（馬場）
▼スポーツ推進委員名（敬称略） ☆河合 和枝（馬場）
守屋 正三（黒岩）
山本 勝己（高麗）
坂井 幸三（黒岩）
草山 和彦（高麗）
曽我 由紀夫（石神台）
渋谷 剛（高麗）
☆山本 洋一（石神台）
☆本城 由香里（高麗）
山賀 響子（在勤）
加藤 勝義（東町）
☆印は新規委嘱者
齋藤 薫（東町）
※
スポーツ健康課
奥野 枝美子（山王町）
☎内線３２４
関野 行正（神明町）

28

問

12

３ 月 日に優秀な成績を収めたスポーツ優秀賞の表彰式が開催
されました。表彰者については次のとおりです。
◆スポーツ優秀選手
競技種目 柔道
佐藤 琉絢（国府新宿）
真田 康志郎（台町）
競技種目 サッカー
宮澤 ひなた（町内在学）
競技種目 軟式野球
蛯原 浩介（茶屋町）
富田 歩（高麗）
神田 和輝（台町）
髙橋 司（山王町）
金澤 蓮（台町）
樽本 真汰（台町）
菅澤 千尋（高麗）
吉田 未暉人（長者町）
髙松 健太朗（西小磯東）

杉山ヨネさん（国府新宿）が
３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。

▲杉山ヨネさん

問

問

佐藤さん
上段：左から 樽本さん、富田さん、神田さん
髙橋さん、金澤さん、宮澤さん
下段：左から 菅澤さん、髙松さん、蛯原さん
吉田さん、真田さん

福祉課 ☎内線３１６

百歳おめでとうございます

問
問

29

14

：

：

：

28

6

平成28年度 職員配置
▼

平成28年度のスタートに当たり、人事異動を行いました。４月１日付けの部課長等の配置は、次のとおりです。

ポイント「創生」をテーマに未来で輝くまちづくりを展開するため、「子育て」「教育」「健康」
「観光」に力点を置いた体制を整備しました。
問 総務課 ☎内線210

部 課 長 等 の 配 置
所

属

職

名

＜町長部局＞
参事(地域総合戦略担当)
参事(危機管理対策担当)
政策総務部長
政策総務部政策課長
政策総務部総務課長
政策総務部総務課公共施設再編担当主幹兼公共施設係長
政策総務部危機管理課長兼危機管理係長
政策総務部財政課長
政策総務部税務課長
町民福祉部長
町民福祉部町民課長兼国府支所長
町民福祉部福祉課長
町民福祉部子育て支援課長
町民福祉部スポーツ健康課長
都市建設部長
都市建設部建設課長
都市建設部下水道課長
都市建設部都市計画課長
産業環境部長
産業環境部産業観光課長
産業環境部環境課長
産業環境部美化センター所長
会計管理者兼会計課長
＜議会事務局＞
議会事務局長
＜監査委員事務局＞
監査委員事務局長
＜選挙管理委員会事務局＞
選挙管理委員会事務局書記長
＜農業委員会事務局＞
農業委員会事務局長
＜教育委員会＞
教育委員会教育部長
教育委員会教育部学校教育課長
教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習館長
教育委員会教育部生涯学習課郷土資料館長
教育委員会教育部生涯学習課図書館長
＜消防本部＞
消防本部消防長
消防本部消防総務課長
消防署長兼国府分署長

（平成28年４月１日付）

氏

名

旧

所

属

職

名

森 田
矢 野
仲手川
藤 本
大 槻
常 松
関 口
加 藤
吉 川
佐 野
杉 山
植 地
瀬 戸
山 口
二梃木
笹 山
青 木
作 古
岩 﨑
由 井
原
押 野
甲 木

敏

増

尾

克

治

山

口

章

子

宮

代

千

秋

久保田

徳

人 農業委員会事務局副主幹

岩
小
佐
國
早

本
島
川
見
﨑

清

嗣
昇
裕 教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習館長兼図書館長
徹
薫 教育委員会教育部生涯学習課図書館副館長

和
池
三

田
田
木

勝

幾
孝 町民福祉部町民課長兼国府支所長
孝
道 成
直 行
隆
一 郎
敦
淳 一 政策総務部財政課副課長兼管財係長
慎 治
勝 美 政策総務部税務課長
直 子
克 彦
信 彦
敏 行
隆 二
勝 重
有 樹
俊 一
要
俊 清
祐 二
なな子

和

茂

巳
要
男

※旧所属職名は平成28年３月31日現在の所属です。

31

５月は九都県市一斉自転車
マナーアップ強化月間です

５月１日から 日までは、九
都県市一斉自転車マナーアップ
強化月間です。
「自転車も のれば車の な
かまいり」をスローガンに、交
通マナーを守り、交通事故を未
然に防ぎましょう。

7

○自転車を運転する時は、車道
の左側を通行することが原則
です。
○歩道の通行ができる所も、歩
行者優先で、車道よりを徐行
しましょう。
○飲酒運転、二人乗り、無灯火
運転、傘差し運転、携帯電話
を使用しての走行、イヤホン
などを装着しての運転は禁止
されています。
○日頃からブレーキや前照灯な
どの点検整備を行いましょう。

町民課 ☎内線２６７

問

町ぐるみ美化キャンペーン
町ぐるみ美化キャンペーン５月22日(日)７時〜８時30分
町ぐるみ美化キャンペーンは、清潔で住みやすいまちづくりを目指して実施する一斉清掃です。
毎回、各地区や各種団体などの協力により、大勢の方に参加いただいています。
ぜひ、皆さんの積極的な参加をお願いします。
▼主な清掃場所
公園やハイキングコース、海岸など
※荒天時は中止
問 環境課（美化センター内）☎（72)4438

美化キャンペーン清掃区一覧
清掃区
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

清掃区
清 掃 区 域
清 掃 区 域
花水川河川敷・高麗山ハイキングコース
12 大磯ロングビーチ駐車場西側下〜テニスコート下地下道
大磯高等学校下〜サンキッズ大磯下
13 大磯ロングビーチテニスコート下地下道〜ゴルフコース下地下道
サンキッズ大磯下〜北浜歩道橋下
14 不動川・馬場公園
北浜歩道橋下〜照ヶ崎防波堤
15 御嶽神社・鷹取神社山道
照ヶ崎防波堤〜鴫立川
16 八坂神社とその周辺（寺坂）
鴫立川〜大磯中学校西地下道
17 下田・富士見平（虫窪地区）
大磯中学校西地下道〜白岩神社下地下道
18 黒岩公民館・池之神社とその周辺
白岩神社下地下道〜こいそ幼稚園下地下道
19 西久保福祉館・飯綱神社とその周辺
こいそ幼稚園下地下道〜西小磯西老人憩の家下地下道
20 月京会館・国府小学校付近道路・不動川河川敷
西小磯西老人憩の家下地下道〜不動川
21 石神台町内公園とその周辺
不動川〜大磯ロングビーチ駐車場西側下
22 大磯駅前広場とその周辺
２〜13は海岸清掃

すでに公共下水道
下水道供用開始
が使用できる区域に
区域が広がります
お住まいでまだ接続
５月１日から︑大磯・東小磯・ していない方は︑生
国府本郷・国府新宿及び月京地 活環境の向上と水質
区の一部が︑新たに下水道供用 保全のために早めの
開始︵公共下水道が使用できる︶ 接続をお願いします︒
します︒
下水道課
︻早期接続のお願い︼
☎内線２１４
公共下水道が使える区域に該
当した方は︑家庭などからの汚
水を︑公共下水道に直接流すた
めの排水設備を設置し︑公共下
水道に接続させる工事︵改造工
事︶を行ってください︒
くみ取りトイレを利用の方は︑
供用開始日︵公共下水道が使え
る日︶から３年以内に水洗トイ
レに改造し︑し尿浄化槽を使用
の方も遅滞なく浄化槽を廃止し︑
公共下水道に接続することが義
務づけられています︒
町では︑供用開始日から３年
以内に接続をする場合には︑一
定の条件を設けて排水設備設置
費に対する助成として︑奨励金
を交付しています︒
また︑排水設備設置に要する
費用を借り入れる場合には︑融
資あっせん制度があります︒
なお︑排水設備工事は︑必ず
町指定工事店に申し込んでくだ
さい︒
問

災害協定を締結

株式会社ゼンリン（住宅地図等の作成・出版）と
「災害時等における地図製品等の供給等に関する協
定書」を締結しました。
災害時等の際には、この協定に基づき、最新の地
図情報等が早期に供給されるため、迅速かつ正確な
情報把握が期待されます。

【奨励金の交付額】
供用開始からの経過年数
改造工事費用
１年目
２年目
３年目
５万円以上15万円未満 12,000円

8,000円

4,000円

15万円以上30万円未満 21,000円 14,000円

7,000円

30万円以上40万円未満 27,000円 18,000円

9,000円

40万円以上
問

危機管理課 ☎内線241・244

30,000円 20,000円 10,000円

※排水設備設置費用、供用開始経過年数に応じて、交付します。
（例）排水設備設置費用が35万円で供用開始からの経過年数が
１年目の場合は、奨励金の交付額は２万７千円となります。

広報おおいそ 平成28年5月

8

幼稚園等の園庭・遊び場開放のお知らせ

町内の幼稚園等では、次のとおり施設を開放しますので、保護者の方とお子さんがご一緒に、
気軽に遊びに来てください。
問 子育て支援課 ☎内線317

毎週水曜日 9：30〜11：30

−

−
サンキッズ大磯(電話)61 2641 毎週水曜日 9：30〜11：30

−

−

国府保育園(電話)72 1765

認定こども園 あおばと

土・日・休日9：00〜17：00
園見学・質問等は随時受付しています。

認定こども園
﹁あおばと﹂
の
完成記念式典

走
走る
る！！

３月 日︵火︶に認定こども園﹁あお
ばと﹂の完成記念式典に出席いたしまし
た︒
認定こども園の制度が導入されて︑今
年で 年になります︒以前よりエリザベ
ス・サンダース・ホームさんと開設を進
めていた認定こども園﹁あおばと﹂が︑
年目という節目の年に開園されたこと
を︑大変嬉しく思います︒
認定こども園は︑今ある幼稚園や保育
園という形ではなく︑学校教育や保育︑
家庭での養育支援を一体的に提供する施
設です︒また︑﹁あおばと﹂では病後児保
育事業も予定しているなど︑町の子育て
支援︑未来を担う子どもたちや保護者の
方々にとってもより一層︑期待できる施
設になるものと思っています︒
エリザベス・サンダース・ホームの創
立者であり︑町の名誉町民である澤田美
喜先生が︑この地で子どもたちに多くの
深い愛情を注いだように︑ここに集う全
ての子どもたちが︑健やかに成長し︑こ
の﹁あおばと﹂から羽ばたいていくこと
を祈念しております︒

10

29

10

ひとり親家庭等に
助成金支給
28

ひとり親家庭等で︑平成 年
４月に小学校・中学校・高等学
校に入学した児童を養育してい
る方には助成金が支給されます
ので︑申請してください︒
所
※得制限があります︒
▼対象者 ひとり親家庭等で︑
平成 年４月１日現在︑町内に
６か月以上居住し︑住民基本台
帳に登録されている児童︵ただ
し︑生活保護受給者や施設入所
者等は対象となりません︶を養
育している父・母・養育者の方
▼助成金 児童１人につき３万
円
▼申請方法 ５月９日︵月︶〜
日︵火︶の間に︑申請書と必
要書類を提出してください︒
▼申請に必要なもの
・申請者の預金口座番号︵ゆう
ちょ銀行の場合は振込用の
﹁店名・預金種目・口座番号﹂
が必要です︶
・高等学校入学の場合は︑在学
を証明できるもの︵学生証等︶
・印鑑︵認印︶
問

未就園児保育については直接お問い合わせください。保育日15：00〜17：00
こいそ幼稚園(電話)61 4093

−
毎月１回程度開催（長期休
毎週水曜日 9：30〜11：00 業中はありません。日程は
(電話)74 5918
直接問い合わせください｡)
私立

31

28

子育て支援課
☎内線３０６

広報おおいそ 平成28年5月

7
9

大磯幼稚園(電話)61 0505

毎週木曜日10：00〜12：00 毎月1回程度開催

土・日・休日・長期休業中
国府幼稚園(電話)71 0549

毎週木曜日 9：30〜12：00 （日程は各園にお問い

9：00〜17：00
たかとり幼稚園(電話)71 3050 毎週金曜日10：00〜12：00 合わせください｡)
町立

遊び場開放
体験入園
園庭開放
施設名

＊町立幼稚園の施設開放は５月から行います。

＊雨天時や園行事のあるときは行いません。

町長が

１品目ずつ各集積所より回収

72

次の品目回収へ

品目によっては既に回収が終
わっているものもあります︒
ごみ出しのルールを守り︑集
積所に出していただくようご理
解とご協力をお願いします︒

品目ごとに資源化処理施設へ

※回収の順番を示すものでは
ありません。

問

※品目別に回収しないと資源物は
リサイクルできません

飼い主のいない猫を考える②

ぼ１００％の確率で妊娠します︒
﹃去勢手術をすることで﹄
１．オス同士の喧嘩がなくなり
ます︒
２．マーキングのにおいが軽減
されます︒
３．繁殖期のうるさい鳴き声が
なくなります︒

猫の習性を知って︑飼い主の
いない猫︵野良猫︶を増やさな
いように地域で協力しましょう︒

環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８

10

広報おおいそ 平成28年5月

資源物の分別収集にご協力を！

30

・容器包装プラスチック
・新聞 ・雑誌 ・古布
・段ボール ・牛乳パック

美化センター
☎︵ ︶４４３８

つする場所は変わらず︑テリト
リー内で生活しています︒
また︑テリトリーを犯される
とオス同士で喧嘩をします︒
②マーキング︵おしっこをふり
まき自分の印をつける︶
縄張りであることを示すため︑
テリトリー内にマーキングをし
ます︒オスは特にテリトリー意
識が強く︑繁殖期にも自分をア
ピールするために頻繁にマーキ
ングします︒
また︑ストレスや不安の解消
のためにすることもあります︒
マーキングの臭いは独特で︑非
常に臭いのが特徴です︒
③さかりについて
猫はシーズンがくると︑異性
を求め独特の鳴き声を出します︒
④高い繁殖能力
猫は交尾した時にその刺激で
排卵するため︑交尾すれば︑ほ

町民課 ☎内線２３７

72

〜水・木曜日の収集のしくみ〜

８時30分回収スタート

東部地区は水曜日︑西部地区
は木曜日に容器包装プラスチッ
ク・古紙・古布の資源物を複数
回に分け︑各集積所から品目別
に順を追って回収しています︒
集積所に未回収の物があった
としても８時 分以降のごみ出
しはしないでください︒

今号では︑猫の習性について
お知らせします︒
﹃飼い主のいない猫︵野良猫︶
のトラブル﹄
飼い主のいない猫は︑えさが
あるとどんどん増えていきます︒
えさの入手方法は︑人から与え
られる︑ごみをあさるなど︑様
々な方法があります︒えさの豊
富なごみの集積所周辺では︑糞
尿の被害が増えて不衛生です︒
また︑繁殖期となれば︑さか
りの鳴き声がうるさくなります︒
﹃トラブルから見る猫の習性﹄
①テリトリー︵縄張り︶を持っ
ている︒
オスはメスよりもテリトリー
が広く︑毎日テリトリー内をパ
トロールしています︒えさを与
えなければいなくなるわけでは
なく︑えさを与える場所で見か
けないだけで︑寝る場所︑排せ

は︑樹木の枝下ろしにご協力を
お願いします︒

防犯灯・カーブミラーにかかる
樹木の枝下ろしにご協力を
夏になると木々が生い茂り︑
防犯灯の明かりやカーブミラー
の視界をさえぎり︑十分な役割
を果たさなくなる場合がありま
す︒
自宅に隣接して防犯灯やカー
ブミラーが設置されている場合

問

問

資源物の分別収集の流れ
回収別品目

!!

☆半額の４万円で自己負担で購入できます!!
○ごみ袋代の削減！

○ごみを出す回収が減る！ など…

どこで購入できるの？
補助金を使って購入できる製
品は︑町の﹁指定登録販売店﹂
に﹁登録されている機種﹂に限
ります︒指定登録販売店以外で
購入した場合は︑補助の対象外
となりますので︑ご注意くださ
い︒
ご購入の際は︑必ず指定登録
販売店︑または︑環境課にお問
い合わせください︒

○指定登録販売店︵五十音順︶

再生可能エネルギーガイド
ラインが施行されました

再生可能エネルギー利用設備
の設置に関するガイドラインを
平成 年４月１日から施行しま
した︒
ご家庭の屋根に設置する場合
や︑自家消費する場合などを除
き︑設置条件により届出などが
必要となります︒再生可能エネ
ルギー設備の設置を予定されて
いる方は︑環境課へご相談くだ
さい︒

広報おおいそ 平成28年5月
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詳
※細は︑町ホームページをご
覧ください︒

環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８

72

生ごみ減量化の強い味方

○集積場所でのカラス・猫被害の防止！

28

【届出等が必要な場合】
・太陽光を利用した発電設備
(10kw以上）
・太陽熱を利用した発電設備
(集積面積100㎡）
・風力を利用した発電設備(20kw)
・水力を利用した発電設備(20kw)
・バイオマスを利用した発電及び
熱利用施設（発電施設面積100㎡以上）
・その他自然エネルギー資源を
利用した発電施設
(10kw以上又は発電施設面積100㎡以上)

問

電動生ごみ処理機

○生ごみの悪臭の防止！

４ 万円 を補助します！
最大

８万円 × 1/2 ＝ ４万円の補助

最大４万円を補助します
電動生ごみ処理機の価格は︑
６万円から８万円のものが主流
となっています︒今︑購入しよ
うと考えている方には︑購入費
用の２分の１以内で︑最大４万
円の補助金を交付します︒１(０
０円未満は切捨て︶

環境課︵美化センター内︶
☎︵ ︶４４３８
72

!!
【例】８万円のものを購入する場合

電話番号
６１−０５２２
７１−３１３５
７１−２０２６
６１−１６０９
６１−０８６８
７２−１２５６
７１−２５１１
６１−６１２１
６１−１２５６
３３−８８５１

販売店名
アジア商事㈱ 大和大磯営業所
アタック電器㈱
太田電気商会
釜津田電機商会
湘南家電
㈲精興商事
JA湘南大磯支所
まつやクリーニング
㈲やまご電器
ロイヤルホームセンター㈱
問

町では︑﹁生ごみの減量化﹂
を進めています︒皆さんのご家
庭から出るごみの約４分の１は
﹁生ごみ﹂です︒
その生ごみの減量化の有効な
手段として︑﹁電動生ごみ処理
機﹂の普及を行っています︒
皆さんも︑電動生ごみ処理機
で﹁生ごみの減量化﹂を実践し
てみませんか？
使えばこんなメリットが …
生ごみの処理って︑結構面倒
ですよね？水分が多いし︑嫌な
生ごみの臭いが出るし ︒
…
そんなことでお悩みの方にお
勧めするのが︑﹁電動生ごみ処理
機﹂です︒生ごみの水分を軽く
切って︑生ごみを処理機に入れ
て︑スイッチを押すだけ！
これだけで︑生ごみの量が︑
８分の１程度︵ １
※︶まで減り
ます︒
︵ １
※︶メーカーや機種によっ
て異なります︒

電動生ごみ処理機を使えばこんなメリットが

補助事業継続

‶

‶

24

50

こんにちは 栄養士です
〜家庭の食卓の応援団を紹介します〜

たり、町内の幼稚園で園児にお
団子づくりを教えています。ま
た駅伝大会の楽しみ
「とん汁」を
作っているのも食改さんです。
食改さんの会員は、現在男性
２名を含む 名で、 歳代から
歳代と幅広い年齢層ですが、
エネルギッシュに活躍されてい
ます。
町では、食を通じた健康づく
りのための知識と調理技術を学
び、地域で食のボランティア活
動を一緒にしてくださる食改さ
んを養成する講座を行っていま
す。町内在住で食や健康、料理
に関心のある方でしたら男女年
齢問わず、どなたでも参加可能
です。栄養士がしっかりフォロ
ーします。この春、新たな一歩
を踏み出してみませんか。

30

スポーツ健康課 島田
☎内線３１９

さい�

こちらもご覧くだ

載しています�

様子やレシピを掲

食改さんの活動の

46

!!

▼ 歳から 歳までの大磯町国民健康保険加入
者の方
町内の医療機関で行う施設健診と、保健セ
ンター等で行う集団健診があります。
▼その他
５月下旬にご案内の通知を送りますので、
ご確認のうえ、お申し込みください。
町民課 ☎内線２４７

皆さんは町の料理教室に参加
したことはありますか？
町では、妊婦さんやイクメン
パパ、お子さん、子育て中のマ
マ、定年が見え始めた 歳代く
らいの男性など様々な年代の方
を対象とした料理教室を実施し
ています。これらの教室には、
ピンクのエプロン姿の お母さ
ん のような存在で優しく調理
をサポートしてくださる方々が
います。それは「大磯町食生活
改善推進団体の皆さん」です。
町民の皆さんの健康づくりを
食生活の面からお手伝いをする
しょっ
ボランティアグループで、 食
かい
改さん の愛称で親しまれてい
ます。
食改さんは、家庭の中で自然
と伝承されてきた調理技術や四
季の食材などの知識を教えてく
れる、家庭の食卓の応援団のよ
うな心強い味方です。
食改さんの活動は料理教室の
お手伝いだけではありません。
「おあしす 健康おおいぞ」で
参加者が持参したみそ汁の塩分
を測定したり、１月の左義長の
時期になるとお団子飾りを作り、
大磯駅を始め、図書館、役場に
飾り、私たちを楽しませてくれ

QRコード

74

《生活習慣病の早期発見のために 》

▼▼▼

よく噛んで食べることで楽しく食事が進み、全身の健康状
態をよくすることが知られています。また、脳の活性化にも
つながり、注目されています。
乳幼児から高齢者まで無料の歯科健診が受けられます。
※参加者にはＪＡから野菜のプレゼント
と き ６月５日（日） 13時30分～15時
ところ 保健センター
対 象 こどもから大人まで
同時開催 消防車・救急車の展示・Oisoレシピの試食

40

町内の小・中学生による大磯で収穫される食材を使ったオ
リジナルレシピを一冊にまとめました。昨年度は秋から冬に
かけて町内で収穫される食材をテーマに募集し、13レシピが
集まりました。使われた食材は、玉ねぎ、大根、長ねぎ、み
かん、など様々です。
Oisoレシピ集は保健センターに置いています。また、ホー
ムページや下のQRコードからダウンロードできます。
今年度は夏の食材をテーマに８月頃に募集を予定しており、
広報などでお知らせしていく予定です。

問

OisoレシピVol.5ができました

健康診査（健診）を受けて、疾病の早期発
見・早期治療をしましょう！
▼ 歳以上の後期高齢者医療加入者の方
対象となるのは、高血圧・高脂血症・糖尿
病・心臓病・脳血管疾患等で定期通院をし
ていない方。
今
※年度は自己負担金なしで受けることができ
ます。

「健康も 楽しい食事も いい歯から」

80

問

スポーツ健康課 ☎内線319
問

スポーツ健康課 ☎内線308
問

75

歯の健康フェスタ2016

12

‶

‶

「年金生活者等支援臨時福祉給付金」のお知らせ
一億総活躍社会の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい高齢者の方を支援するために臨時的な措置として
「臨時福祉給付金」が支給されます。
５月中旬に、給付金の対象になると思われる世帯に申請書を発送します。
▼支給対象者 平成27年1月1日に大磯町に住民登録があり、平成27年度分町県民税が課税されていない方で、
平成28年度中に65歳以上になられる方。ただし、課税されている方に扶養されている方や生活保護
の受給者の方は対象外となります。
▼支給額 支給対象者1人につき、30,000円
▼申請期間 平成28年５月16日（月）〜平成28年８月16日（火）

給付金を装う｢振り込め詐欺｣や､｢個人情報の詐取｣にご注意ください。
給付金を装う不審な電話がかかってきたら、町役場や最寄りの警察署にご連絡ください。
問

福祉課 ☎内線303

元気なうちから始めませんか？ 介護予防！！
いつまでも自分らしくお元気でいるために、介護予防に取り組みませんか？
専門家の指導を受けることができる様々な教室を開催します。ぜひご参加ください。
問

福祉課

☎内線316

65歳以上で介護予防に関心があり、元気な体づくりを目指したい方向けの教室
教

室

内

容

ところ

と

き

参加費･定員(先着順)

ますます元気
いっぱい教室

運動機能向上を目指して、自 世代交流センター
宅でもできる運動や、脳トレ さざんか荘
体操で認知症予防を行います。 （送迎あり）

原則毎週木曜日 全10回（３コースあり）
①コース ５月19日(木)〜７月21日(木)
3,000円(全10回)
②コース ９月15日(木)〜12月1日(木)
各20人
③コース １月12日(木)〜３月16日(木)
いずれのコースも14時〜16時

転倒予防教室

立つ・歩くなど日々の動作を
続けるための運動教室です。

原則第２・第４水曜日 10時〜12時
全19回 ５月25日(水)〜

5,700円(全19回)
20人

①月曜コース 全14回 ６月13日(月)〜
②木曜コース 全14回 ６月２日(木)〜
いずれのコースも８時30分〜９時30分
（夏季の一部を除く）

4,200円(全14回)
各８人

原則毎週火曜日 ９時〜11時
（夏季・冬季の一部を除く）
６月14日(火)〜

8,400円(全28回)
12人

イキイキ朝ヨガ
教室
※１
ポール・ウォーキ
ング教室
※２
※１）無料体験あり
※２）無料体験あり

ゆっくりとした動きに呼吸法
を合わせることで、筋肉をほ
ぐしリラックス効果も期待で
きます。
ストックを使って町内をウォ
ーキングをすることで足腰の
筋力を向上し、身体バランス
を改善します。
（ストックは貸し出します）

保健センター

こみゅにてー・
パティオ海鈴
東町１−９−17
（送迎あり）

全28回

５月23日(月)・26日(木)８時30分〜
５月24日(火)９時〜

65歳以上で体力に不安がある方、または日常生活動作に不安のある方向けの教室
教

室

のんびり･らくらく
元気アップ教室

内

容

ところ

かんたんな運動やお口の体操、
世代交流センター
お食事の話を通じて健康づく
さざんか荘
りを促し、脳トレで認知症予
（送迎あり）
防を行います。

と

き

原則毎週木曜日 全10回(３コースあり）
①コース ５月19日(木)〜７月21日(木)
3,000円(全10回)
②コース ９月15日(木)〜12月１日(木)
各20人
③コース １月12日(木)〜３月16日(木)
いずれのコースも10時〜12時

この教室の参加には、大磯町地域包括支援センターの職員が事前に体調などの聞き取りをさせていただきます。

7
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参加費･定員(先着順)

補助限度額 万円︵アパートは︑
１棟あたり 万円を限度︶
▼申請受付
国道１号線︑県道等沿線にお
住いの方は︑５月６日︵金︶よ
り受付開始
その他町内にお住いの方は︑
６月３日︵金︶より受付開始
▼受付申請〆切
・耐震診断は︑平成 年１月末
日まで
・耐震設計・補強工事は︑平成
年 月末日まで
い
※ずれも︑年度内に完了する
など条件等がありますので︑詳
細につきましては︑担当にお問
い合わせください︒
また今回の広報に合わせ︑回
覧も同時に行いますので︑ご参
照ください︒
28

11

25 50

29

都市計画課 ☎内線２４２
問

町屋公園トイレ

西湘バイパス

問

六所公園トイレ

海
ＪＲ東

道線

都市計画課 ☎内線２２１

緑地保全のために
寄付

２月 日︵水︶︑大磯町ナシ
ョナルトラスト︵清水富二男代
表︶から︑町みどり基金へ 万
円の寄附をいただきました︒
今後も︑町内に残されている
貴重な緑地を保全していくとと
もに︑緑化の推進を図るために
活用させていただきます︒

12

都市計画課 ☎内線２４３

24
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新しいトイレが完成しました︒

国道１号

▼六所公園トイレ
︵国府新宿地区︶

国道１号

六所神社入口

町を訪れる方や町民の皆さん
が︑町内を快適に周遊・散策で
きるよう︑公園のトイレを整備
しました︒
今回のトイレ整備は︑設計に
当たり︑東海大学の建築学科の
学生の方々にデザインの提案を
依頼し︑その提案に基づいて︑
設計・工事を進めてきました︒
今回完成したトイレは︑
〇町屋公園トイレ
〇六所公園トイレ
の２箇所です︒
▼町屋公園トイレ︵西小磯地区︶

血洗川

﹁あなたの住宅は大丈夫ですか︑耐震診断を受けてみませんか﹂
町内では︑約４割ほどの住宅
が昭和 年５月以前の旧耐震基
準での家屋です︒
また︑高齢者のみの世帯も年
々増える傾向にあります︒
﹁今までの地震で何でもなかっ
たから︑今後も大丈夫だろう︒﹂
と考えている方もいるでしょう
が︑近年︑夏・秋期の台風シー
ズン以外で︑真冬でも台風並み
の気象になることが度々起こり︑
家屋自体が相当のダメージを受
けています︒
特に空き家同然の状態にして
いる家屋は傷みが早く︑知らな
い間に崩れ落ちてしまう恐れが
あります︒
そのような中︑少しでも安心
して暮らせるよう︑一度耐震診
断を受けてみませんか︒
▼対象建築物
昭和 年５月 日以前に建築
された戸建住宅︑アパート︑マ
ンションを含む全ての住宅
◎耐震診断︵ 件を予定︶
補助限度額６万円
◎耐震補強設計︵４件を予定︶
補助限度額 万円︵アパートは︑
１棟あたり５万円を限度︶
◎耐震補強工事監理︵４件を予
定︶
補助限度額５万円︵アパートは︑
１棟あたり 万円を限度︶
◎耐震補強工事︵４件を予定︶

問

31

12

10

2.5

56
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広報おおいそ 2016年5月号

楠田

しゅ う

みんなで
つくろう！

ま

Vol.

36

修勇馬くん

中学校１年生の作品
（応募当時）

みかんムース添えブラウニー

平成26年11月18日生

光孝さん、 碧さんの次男

材 料 （4人分）
《ブラウニー》
板チョコ
３枚
沸騰直前まであたためた牛乳 ２００cc
ココアの粉
１００ｇ
小麦粉
２００ｇ
《みかんムース》
みかん
３〜４個
ゼラチン・水（ふやかす）４ｇ・大さじ２
砂糖・生クリーム
４０ｇ・１００ｃｃ（６分立てにする）
レモン汁
少々

作り方

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/

黒岩地区のみかんは甘味の中に爽やかな酸味がちょうどよく、香りがふ
んわりと口の中に広がって本当においしいと思います。ほぼ無農薬で安
心して食べられる魅力があります。

３歳の晄生兄ちゃんが偶然撮った、
とびっきりのスマイル！
お兄ちゃんに見せる笑顔は
こんなにキラキラしてるんだね。

政策課

《ブラウニー》
① に刻んだ板チョコを入れ、しっかり溶かす。
② ①に を入れ、ダマがないよう混ぜる。
③ ケーキ型にクッキングシートを敷き②を入れる。
型を数センチ程度の高さから数回落として空気を抜く。
④ ２３０℃のオーブンで１０分焼く。竹串を刺して焼き具合を確認する。
《みかんムース》
① みかんを絞ってジュースを作り、鍋で温めて を入れ溶かす。
② に①、レモン汁を入れる。
③ ②を型に入れ冷蔵庫で冷やし固める。
④ ブラウニーとムースをお皿に盛り付けて完成。

※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。

☎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

●ダイヤモンド富士

●高麗の山神輿
4/6

虫窪(

●第14回大磯中学校吹奏楽部定期演奏会
3/20

二宮町生涯学習センター(ラディアン)(

町の人口と世帯
4月1日現在

高田さん撮影）

4/15

高麗山(

上田さん撮影）

●高来神社の桜

奥野さん撮影）

4/6

高来神社(

杉崎さん撮影）

人口 31,497（＋10）男 15,377（＋4）女 16,120（＋6）
世帯 12,274（＋36） （ ）は前月比

広報おおいそ 平成28年5月

22

