新春恒例

また︑消防車両 台によるパ
レードの後︑早川での一斉放水
が行われ︑華やかに新春を飾り

●県知事表彰
永年勤続 年優良消防団員表彰
◎原島和雄︵湯本︶︑小林春一
永年勤続表彰︵ 年勤続︶
◎田中 一︵湯本︶︑戸澤 元
︵須雲川︶︑水野勇一︵小田原
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榎本裕康︵小涌谷︶︑瀧 徳次

勇也︵湯本茶屋 ︑)小泉万喜 大(
平台︶︑山田雄幸︵宮ノ下︶︑

︵湯本︶︑勝俣建吾︵湯本茶屋 ︑ 市︶︑土屋恭保︵二ノ平︶︑柳
)
平井規之︵元箱根︶︑田村洋一
下 聡︵箱根︶
︵強羅︶︑瀧口基幸︵仙石原︶︑ ●消防団長表彰
曽我 潔︵宮ノ下︶︑舘野英樹
優良団員表彰
︵畑宿︶︑中島正人︵畑宿︶︑
◎中村友亮︵湯本︶︑菊川鉄也
︑
山本和行︵大平台︶︑上野 裕
︵湯本︶︑田中久士︵南足柄市︶
︵宮ノ下︶︑田原一浩︵宮ノ下 ︑ 菊川恭一︵湯本 ︑)鈴木 聡 湯(
)
本︶︑板倉裕次︵湯本︶︑渡邉
中村 淳︵二ノ平︶︑芦澤孝弘
︵仙石原︶︑濱野 強︵箱根︶︑
室伏岳文︵箱根︶
●県消防協会足柄下支部長表彰

災リーダーとしての

消防出初式
湯本小学校校庭で盛大に開催さ
れました︒
式典では︑永年にわたり町の
ました︒
なお︑表彰された方々は次の
とおりです︒︵順不同︑敬称略︶

とにより、町消防団

︵小涌谷︶︑土屋賢太︵小涌谷 ︑)
優良表彰
阿部啓太︵元箱根︶︑海野真司
◎勝俣俊弘︵仙石原︶︑簑輪照
彦︵元箱根︶︑中里健次︵箱根︶ ︵元箱根︶︑志村隆太︵元箱根 ︑)
渡辺晃裕︵元箱根︶

消防車が加わったこ

●町長表彰

)

向上しています。

集ページ︵
http://www.gender.
︶の応募
go.jp/week/week.html
フォームから︑または︑はがき
に住所︑氏名︑年齢︑性別︑電
話番号を明記し︑ 月 日㈮必
着で応募してください︒
応募は１通につき１作品です︒
申込先 〒100 8
―914
東京都千代田区永田町1 6
― ―
１ 内閣府男女共同参画局
﹁キャッチフレーズ募集係﹂

自作のもの
応募方法 男女共同参画局ホー
ムページ内キャッチフレーズ募

仕事を含めた﹁生活﹂に豊かさ
を〜﹂︵文字数などは自由︶
作 品 個人による︑未発表の

育児・介護・地域活動に関わり
たくなるようなキャッチフレー
ズ 〜長時間労働を減らして︑

テーマ ﹁男性がもっと家事・

多目的ディスプレーを採用するなど、操作性が

優良表彰
◎勝俣貞晴︵仙石原︶︑横山正
好︵箱根︶
永年勤続表彰︵ 年勤続︶
◎原 三寿男 二(ノ平 ︑)勝俣俊
弘 仙(石原 ︑)簑輪照彦︵元箱根
永年勤続表彰︵ 年勤続︶
◎田中 一︵湯本︶︑戸澤 元
︵須雲川︶︑水野勇一︵小田原
市︶︑土屋恭保︵二ノ平︶︑柳

新車両は、装備品、資機材の軽量化を図り、

30︶に問い合わせてください︒

男女共同参画
キャッチフレーズ

募集中！
内閣府では﹁男女共同参画﹂
という言葉に親しみを持っても
らえるよう︑男女共同参画に関
するキャッチフレーズを募集し
ています︒

消防本部消防総務課☎82−4512
照会先

下 聡︵箱根︶
永年勤続表彰︵ 年勤続︶
◎安藤佳正︵須雲川︶︑池浦直
紀︵湯本︶︑神戸羊平︵湯本︶︑
瀬戸克剛︵湯本 ︑
) 勝俣健太郎
︵宮城野︶︑勝俣将人︵宮城野 ︑)
杉山寿生︵元箱根︶︑鈴木清隆
︵元箱根︶

時 分〜 時 分

☎85 7
―410
同
※施設内に設置する大涌谷自
然解説センターのパート職員も
募集中です︒
週3〜4日のローテーション
制勤務︵9時〜 時︒土・日曜
日︑祝日を含む︶で︑仕事内容
は観光や自然に関する情報発信
やカウンター︑電話対応などで
す︒
詳細は︑ 公(財 神)奈川県公園
協会︵☎045 6
―51 0
―9

時 給 886円
休 暇 週休3日
採用期間
月 日㈫〜平成
年 月 日㈫︵契約更新の可能
性あり︶
保 険 全国健康保険協会加入
選考方法 面接により決定しま
す︒
申込・照会先 観光課

勤務時間

12月16日、役場本庁舎前で交付式および配属式

消防署員による演技が行われま
した︒

安全確保に尽力した消防団員の
表彰の他︑幼年消防クラブ員に
よる元気いっぱいの歌や踊り︑

○専門技術︵専門的知識や資格
が必要な業務︶
969円

箱根ジオ
ミュージアムで
働きませんか
4月にオープンを予定してい
る箱根ジオミュージアムのアル
バイト事務員を募集しています︒
募集職種 受け付け案内業務
︵受け付け︑電話応対︑事務補
助など︶
募集人数
人
応募資格 高卒以上
勤務場所 箱根ジオミュージア
ム︵大涌谷くろたまご館内︶
出勤日数 月 日程度︵土・日
曜日︑祝日勤務あり︒ローテー
ション制︶
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新春恒例の消防出初式が1月
日︑約400人の参加の下︑

アルバイト
職員の登録を
受け付けます
い
※ずれも交通費は別途支給し
ます︒
申込方法 町指定の履歴書に必
要事項を記入︑必ず本人が持参
し申し込んでください︒
履歴書は総務防災課︑出張所︑
さくら館︑社会教育センター︑
レイクアリーナ箱根で配布して
いる他︑町ホームページからも
ダウンロードできます︒
受付期間 2月3日㈪から随時
登録有効期間 平成 年3月
日㈫まで
提出・照会先 総務防災課
☎85 9
―561
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17

活躍が期待されます。

最
※優秀賞に選ばれた作品は︑
平成 年度の男女共同参画に関

28

が行われました。

27

15

平台地区）に配属されることとなり、平成25年

17

分団（大
町消防団の消防車が更新され、第

8

消防自動車更新！
31

10

平成 年度のアルバイト職員
の登録を受け付けます︒
アルバイトが必要になった場
合に登録者の中から選考するた
め︑必ずしも雇用されるもので
はありません︒
募集職種・賃金︵時給︶
○技能労務︵用務員︑給食調理
員など︶
868円
○一般事務︵一般的な事務補助
など︶
886円
○高度事務︵常勤職員が分担す
る高度な事務︶
929円
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には今後も町内の防
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輪駆動の新しい

する広報啓発活動︵ポスターな
ど︶に活用されます︒
照会先 企画課☎85 9
―560
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町内の交通安全を支える交通指導隊員を募集し
ます。
交通事故のない町を目指して一緒に活動しませ
んか。
募集人数 若干名
活動内容 朝の児童通学時および各種イベントの
交通指導（年10回程度）
応募資格
○満20歳〜65歳の町内に在住・在勤の方（既に町
の付属機関などの委員として つ以上選任され
ている方を除く）
○健康で、交通安全に深い関心を持ち、交通指導
活動に熱意がある方
○交通道徳などを遵守する方
応募方法 申込書を持参または郵送、ファックス、
Ｅメールで提出してください。
申込書は総務防災課および出張所で配布してい
る他、町ホームページからもダウンロードできま
す。
募集期間
月 日㈪〜28日㈮（必着）
選考方法 面接により応募動機などを審査の上決
定します。（面接日は後日通知）
報酬など 出動状況に応じて報酬があります。
任 期
月10日〜平成28年 月 日
申込・照会先
〒250−0398 箱根町総務防災課／
☎85−9561／FAX85−7577／
web̲bousai@town.hakone.kana
gawa.jp
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交通指導隊員募集

4

2014.February
広報 はこね
5

2014.February
広報 はこね

