ているものです︒ 敬(称略 )
功労表彰
◎勝俣清春︵宮城野︶

今回で 回を数えるこの表彰
は︑町政の推進と公共の福祉の
向上に貢献された方々を表彰し

自治功労者などを表彰
賀詞交換会の席上で披露
町賀詞交換会が1月 日︑箱
根ホテル小涌園で約330人の
参加の下︑盛大に行われました︒
また︑賀詞交換会に先立ち︑
町表彰条例に基づく平成 年度
自治功労者などの表彰式が行わ
れました︒
◎村上東司︵湯本︶
永年にわたり議会議員として
町の発展に貢献

全国民生委員児童委員

連合会会長表彰
勝俣和代さん︵宮城野︶が︑
民生委員児童委員として︑永年
にわたり社会福祉の推進に貢献
された功績により︑全国民生委
員児童委員連合会会長から表彰
されました︒

町体育協会表彰
箱根ホテル小涌園で1月 日︑
平成 年箱根町体育協会表彰式
が町体育協会主催で行われ︑住
民の社会体育の振興・発展に顕

◎勝俣和代︵木賀︶
永年にわたり民生委員・児童
委員として地域社会に貢献
◎川邉隆夫︵芦之湯︶
永年にわたり︵公財︶箱根町
文化・スポーツ財団理事長とし
て︑地域文化・スポーツの振興

全国保護司連盟
表彰
月 日に行われた︑第 回
神奈川県更生保護大会で︑永年
にわたり更生保護事業に尽力さ
れた功績が認められ︑箱根地区
保護司会の岩田光夫さん︵小涌
谷︶と望月良臣さん︵強羅︶が
全国保護司連盟理事長表彰を︑
また︑青野豊さん︵宮城野︶が
関東地方更生保護委員会委員長
表彰を受賞しました︒

▼永年にわたりソフトボール協
会理事として地域の体育振興
協会の発展に尽力された功績
◎湯川耕一︵強羅︶
▼全国大会などの著名な大会に

◎中村親良︵二ノ平︶
第 回全国高等学校柔道選手
権大会男子団体戦出場
◎佐々木大地︵仙石原︶
第 回全国中学校柔道大会男
子 ㎏ 級出場
◎片岡宏斗︵湯本︶
第 回日本リトルシニア野球
選手権大会出場
◎鈴木 梓︵大平台︶

154円

ま しゅう

150円

著な功績を残した個人および団
体 人が表彰されました︒︵順
出場︑または優秀な成績を残
した功績
◎大泉 奨︵湯本︶
平成 年度全国高等学校駅伝

70L用

不同︑敬省略︶
功績表彰
▼永年にわたり地域の体育会理
事として地域の体育振興に尽
第 回国民体育大会サッカー
競技女子出場
◎関田眞珠︵宮城野︶
2013関東中学生新人テニ

108円

永年にわたり消防団長および
副団長として︑災害から住民の
生命と財産を守るという責務を
深く認識し︑消防団の発展並び
競走大会出場
◎中村くるみ︵ニノ平︶

※１セット＝10枚当たり（消費税込み）の価格です。

ス選手権大会男子団体戦ベスト
8

105円

力された功績

12

第 回国民体育大会柔道競技
少年女子団体戦優勝

45L用（手付）

◎下田賢二︵箱根︶
◎野沢 龍︵須雲川︶

108円

に住民福祉の向上に貢献
一般表彰

105円

◎澤里幸吉︵秦野市︶
永年にわたり自然解説活動や
自然歩道の清掃︑補修を行い箱
根の自然保護活動に貢献

45L用（平型）

助成期間 3月 日㈪まで
予防接種の種類・助成額

87円

︻定期接種︼

85円

対 象
○1 期 1〜2歳未満
○2 期 小学校就学前1年間

30L用

・麻しん風しん混合ワクチン
8︐000円
・風しん単独ワクチン
4︐000円
助
※成はどちらか一方のみです︒
自己負担 接種費用のうち助成
額を引いた残りの費用を取扱医
療機関に支払ってください︒
持ち物 健康保険証など年齢を
確認できるもの
実施医療機関 町内医療機関お
よび小田原医師会の取扱医療機
関︵要事前予約︶
照会先 さくら館
☎85 0
―800

72円

定
※期接種の費用は無料です︒
︻任意接種︼
対 象 町に住民登録がある
歳以上の方で︑これまでに風し
んにかかったことがなく︑次の
いずれかに該当する方︵風しん
の予防接種を２回済ませた方を
除く︶
○妊娠を予定または希望してい
る女性︑またはその配偶者
○妊娠中の女性の配偶者
妊
※娠中の女性は接種できませ
ん︒

︻公売物件︼
所 在 箱根町仙石原字辻47
4 6
―他︵1区画︶
面 積 2︐651・52㎡

70円

に貢献
◎福住幸次︵湯本茶屋︶

19

町有地を売却します
個人または法人に活用しても
らうため︑一般競争入札により
町有地を売却します︒
日 時 3月7日㈮ 時

15L用

左から村上さん︑勝俣さん︵勝俣和代
さんの代理︶︑町議会西村議長︑福住
さん︑山口町長︑澤里さん︑川邉さん

風しんは通常︑春先から初夏
にかけて感染者が増加しますが︑
昨年はこの時期に︑首都圏を中
心に流行しました︒
定期接種の対象となっている
方は︑必ず接種を受けましょう︒
また︑妊娠初期の方が風しん
に感染すると︑難聴や心疾患な
ど先天性風しん症候群の赤ちゃ
んが生まれる可能性があります
が︑特効薬がないため︑予防接
種を受けることが重要です︒

受
※け付けと事前説明がありま
すので︑ 時 分まで集合して

︵803・49坪︶
地 目 原野・山林
用途地域 第１種住居地域
建ぺい率／容積率
％／200％
その他 県営水道︑公共下水道
希望売却価格 5︐000万円
照会先 財務課☎85 9
―563

35

44

90

41

64
6

月 日㈫に消費税が ％から ％に変更されることに伴い、「燃せるごみ」を出す際に使用をお願いし
ている町指定のごみ袋の価格が同日以降変更となります。
皆さんには大変迷惑をお掛けしますが、ご理解くださるようお願いします。
照会先 環境課☎85−9565

68

日㈫以降
月
在
現

価格が変わります！

31

12

日㈫から

格
価
ごみ袋の種別

妊娠を予定または希望してい
る女性や︑その配偶者の方など
は︑予防接種費用の一部を助成
していますので︑流行前に予防
しましょう︒

ください︒入札開始時刻に遅れ
ると入札に参加できません︒
場 所 郷土資料館学習室
申込期間 2月 日㈬〜 日㈮
入札保証金 入札金額の5％以
上
受
※け付け前に町指定金融機関
などで納付してください︒
21

24

月

14

町指定のごみ袋の

26

10

60

15

12

68

21

51

13

7

25

風しんが
流行する
前に!!

2

2014.February
広報 はこね
3

2014.February
広報 はこね

左から望月さん、岩田さん、青野さん

