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地域振興課　☎85-5013第１9代ひょうたん娘募集
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教育総務課　☎85-5015
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子育て健康課　☎83-8011
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酒匂川左岸土地改良区　☎42-3559
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区分 日程 内容

通水
4月27日(月)　11:00 ～ 1/2通水
5月1日(金)　　 6:00 ～ 全量通水
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生涯学習課　☎83-5409
567  82-3290
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生涯学習課　☎83-5409
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昭和女子大学東明学林　☎83-5101
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生活環境課　☎85-5010

�w°±²³�´2eµw�rJ?[&

�¶&��dÔ�0o[·¸�JCw

µ¹[�q��W|dl`�r�XÚS

�º�OJdq_[1?[&�¶&��

[»¬¼_O�YÝ���^J½&¾2

¿d45ÀÁ�XÚS

�	i}2R,ÂgJuG�ÃÄ 6

 	Î�¼ ,¿�ÅÆ¼ 6�BÊÇ

T	�Âg�¼XO

<	�����,È 6 � Î��,<62K%Î�

����%��[¯°O

申込条件
�Éi#[·¸Ú��w

�Ê���Î�,�62K%Î���%��[

��»¬[Ë��w/O��R

�ÌÔ�Ã�2Í�,q�Î&¡0o6

��[sÏO��R

協力�
�Ã0/AÐÑFGsÒ¼@,¿2�Ó6J

�ÔÕÖ×Ð����ØsÙ�



���������	
�������� <

*	*+,-./0�123456��7	789��:	:;��<	<�=>��?	?�@A�B��C	C&DE&F

^_`abc��0de�fg h i_jk
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◆参事級
参事兼町民課長　◎大澤健司 (町民課長)
参事兼介護福祉課長　◎二見克彦 (税務課長)　　
参事兼都市整備課長　◎井上仲治 (都市整備課長)

◆課長級
総務安全課防災安全室長　◎湯川博之 (企画財政課課長補佐)
都市整備課専任主幹　◎片柳華一 (都市整備課課長補佐)
企画財政課長　川野治 (教育総務課長)
税務課長　草柳伸 (総務安全課防災安全室長)
子育て健康課長　橋本仁 (介護福祉課長)
生活環境課長　石井浩二 (子育て健康課長)
会計管理者兼会計室長　大森勉 (学校給食センター所長)
教育総務課長　露木均 (生活環境課長)
学校給食センター所長　米山祐司 (生涯学習課長)
生涯学習課長　橋本嘉之 (会計管理者兼会計室長)

◆主幹級
企画財政課主幹　◎宇田川晶彦 (生活環境課副主幹)
企画財政課主幹　◎清水裕之 (企画財政課副主幹)
地域振興課主幹　◎飯田守 (税務課副主幹)
教育総務課主幹　◎諸星哲央 (教育総務課副主幹)
総務安全課防災安全室主幹　矢吹高広

(総務安全課付主幹：小田原市消防本部派遣終了)
税務課主幹　岡部純也 (介護福祉課主幹)
介護福祉課主幹　倉橋政行 (生涯学習課主幹)
大井保育園主幹　星野道子 (大井第二幼稚園主幹)
生活環境課主幹　小池正彦 (地域振興課主幹)
大井第二幼稚園主幹　夏苅正美 (大井保育園主幹)

◆副主幹級
総務安全課副主幹　◎原雅紀 (総務安全課主査)
町民課副主幹　◎横井伸人
(総務安全課付主査：小田原市斎場事務広域化協議会事務局派遣終了)
地域振興課副主幹　曽根英之 (町民課副主幹)

◆主査級
子育て健康課主査　森谷泰一 (地域振興課主査)
生涯学習課主査　北村淳司 (子育て健康課主査)

◆主任主事級
町民課主任主事　◎小笹賢二 (町民課主事)
町民課主任主事　◎岩本瑛吾 (町民課主事)
税務課主任主事　◎隅田安希子 (税務課主事)
大井保育園主任保育士　◎小松さやか (大井保育園保育士)
大井幼稚園主任教諭　◎武下篤子 (大井幼稚園教諭)
大井第二幼稚園主任教諭　◎加藤祐子 (大井第二幼稚園教諭)
税務課主任主事　渡邊聡美

(総務安全課付主任主事：小田原市派遣終了)
大井保育園主任保育士　木村和恵 (大井幼稚園主任教諭)
大井幼稚園主任教諭　山本苗未 (大井保育園主任保育士)

◆主事級
総務安全課主事　小澤晴香 (税務課主事)
町民課主事　下澤御乗 (生活環境課主事)
町民課主事　渡辺和幸 (子育て健康課主事)
税務課主事　三川温子 (総務安全課主事)

◆新採用
企画財政課主事(総務安全課付)　安藤祐貴
生活環境課主事 (総務安全課付)　石井友祐

◆派遣・交流職員
足柄東部清掃組合　武松祐次 (税務課収納担当課長)
小田原市消防本部　石塚克紀 (総務安全課防災安全室主査)
小田原市　冨永純 (企画財政課主任主事)

◆退職者【平成27年3月31日付】
伊藤敏春 (参事兼企画財政課長)
小島淑子 (町民課主幹)
田渕美智子 (大井第二幼稚園主幹)
髙橋真由美 (町民課主任主事)
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イベント・講座イベント・講座
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骨盤体操サークル
☎090-3203-5502(伊藤)
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宮内庁式部職儀式第二係  ☎03-3213-1111
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健康・福祉・子育て健康・福祉・子育て
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（敬称略）
※ ご遺族に掲載の希望を伺っています。

6件／届出11件
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（ 3月11日～ 3月25日届出分）
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新宿自治会館
4月21日 (火 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 ありのままの自分を見つめよう！
体力測定西大井自治会館 13:30 ～ 15:3013:30 ～ 15:30

上大井自治会館
4月23日 (木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

そうわ会館 13:3013:30 ～～ 15:3015:30

根岸下自治会館
4月24日 (金 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

柳多目的集会所 13:3013:30 ～～ 15:3015:30

市場自治会館
4月28日 (火 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30

河原自治会館 13:3013:30 ～～ 15:3015:30

根岸上自治会館
5月7日 (木 )

9:30 ～ 11:309:30 ～ 11:30 今の自分に合った運動を！
シニア筋トレ講座金手自治会館 13:3013:30 ～～ 15:3015:30
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スポーツスポーツ

日時 開放場所（種目）

4月18日㈯
9:00 ～17:00

多目的室（卓球4台）

4月25日㈯
9:00 ～17:00

多目的室（卓球4台）
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体育館シューズと用具(小中学生貸出可 )は持参

総合体育館　☎82-9799総合体育館　☎82-9799
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大井愛唱会　☎83-6373(鈴木)
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町社会福祉協議会　☎84-3294
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