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平成 22 年度表彰受賞者、おめでとうございます。

平成 23 年 3 月 28 日（２）

平成22年度・第21回交通安全標語審査結果

（交通安全功労者） 古谷光一
▼神奈川県公安委員会会長表彰
（交通安全功労者） 石井キクヱ
（功労団体）秦野市交通安全南支部母の会
▼神奈川県警察本部長・神奈川県交通
安全協会会長連名表彰
（交通安全功労者）
H22.11.26 県合同表彰式
山口光一 小室 貢 高橋 旭
清野道郎 山口 保
平成 22 年度・第 51 回交通安全国
民運動中央大会、県交通安全功労者表 （優良運転者） 杉山 勉 三机芳弘
竹田正義 望月侑夫
彰式、秦野市交通・防犯市民のつどい
▼神奈川県警察本部長表彰
表彰式等で、次の方々が受賞の栄に輝
かれました。心よりお祝い申し上げます。 （交通安全協力者） 小野平造
▼神奈川県交通安全協会会長表彰
（敬称略、市民のつどいでは、交通安全
（交通安全功労者）
功労者夫人に感謝状と記念品を贈呈）
山口伸司 川口 勇 豊田清臣
相原孝司 山口照夫 門倉克己
▼第 51 回交通安全国民運動中央大会表彰
牛村 昭 志村ハル子
交通栄誉賞緑十字銀賞 青木利治
▼関東管区警察局長・関東交通安全協 （優良運転者 20 年）
佐野英雄、栗原秀夫
会連合会会長連名表彰
（優良運転者 15 年）
（交通安全功労者） 中田定美
北村一男 原山浩一 福井完治
（優良運転者） 小澤徳男 戸谷 薫
▼秦野警察署長表彰
▼神奈川県知事表彰

（交通安全功労者）
熊澤庄市 高橋 稔 近藤恵理子
大屋トキ江 斉藤ヨシエ
▼秦野警察署長・秦野市交通安全協会
会長連名表彰
（交通安全功労者）
井上作造 遠藤 巌
村上勝祐 相原省三
（優良運転者 10 年）
佐藤道義 長田 毅 原 愛子
▼秦野市交通安全対策協議会会長表彰
（交通安全功労者）
北村敏明 久保寺重雄 寺岡久雄
南 良成 佐久山文子 瓜生ミチ子
▼秦野市交通安全協会会長表彰
（交通安全功労者）
山口 優 片野誠二 赤西正文
諸星義晴 勝山真一 長濱邦子
片倉喜八郎 小山田 貢
桐山美奈子 吉田美津江
（優良運転者 5 年）
相原良光 栗原秀雄 中村敦宜
大和田進作 小泉 清

南支部は、支部役員・支部母の会 28 名により、毎月
１日・１５日の交通安全日と、各季の交通安全運動期間
中に、西大竹・堀川線の 4 交差点において、集団登校
の子供たちに「おはよう、行ってらっしゃい」の一声を
かけて交通安全指導に努めております。私たちの目の前
支部長 大庭忠衛 を通学する子供たちから「おはようございます」の元気
な挨拶と無事故の登下校を何よりの励みとし
て活動を行っています。また、地域行事の交通
整理や見えにくい市道交差点に設置されてい
るカーブミラーの清掃と小枝切りなどを行って、
地域の交通事故防止活動を実施しています。南
支部では、地域の皆様が安全で安心して暮ら
せる「交通事故ゼロ」の街づくりを目指し、秦
野警察署等関係機関と手を携えて交通安全活
動を推進していきたいと思います。これからも 南支部役員による日赤病院入口
皆様のご理解ご協力をお願いします。
交差点での誘導活動

優良運転者表彰制度のご案内

☆ 横断歩道 止まった車に ありがとう

☆表彰の種別
市交通安全協会… 5 年表彰、10年表彰
県交通安全協会…15年表彰、20年表彰
☆表彰の対象
過去5年以上、無事故・無違反の協会
会員であること。
☆申請の期間
5 年表彰・10年表彰は、4月1日〜8月31日
15年表彰・20年表彰は、4月1日〜5月31日
☆手続き等
各表彰は段階を追って表彰されます。
詳しくは秦野市交通安全協会にお尋
ね下さい。

運転免許証の更新手続きについて

支部だより

南支部

【平成23年５月１日から施行・5万円以下の罰金】
！自転車安全利用五則を守りましょう！
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
④安全ルールを守る

な点は、お気軽に窓口職員にお尋ね下さい。

☆ 自転車で 携帯片手 事故のもと

☆ ゆずり合う 心のゆとりで 事故ゼロに

（文京町 吉田 直樹）

☆ あわてるな ゆっくり走ろう わが地域

（上大槻 五十嵐 龍一）

☆ 自転車の 無灯火ケータイ 命とり

佳

⑤子供はヘルメットを着用

収入の部

支出の部
車両

大根支部

副委員長 村 上 勝 祐

南 支 部

委 員 石渡

孝

東 支 部

委 員 諸星義晴

西 支 部

委 員 露木健二

北 支 部

その他

委員長 清 野 道 郎

講習会について 郵 送

（平成21年4月1日〜平成22年3月31日）

会報編集委員

（松原町 本多 嘉雄）

交通安全協会長賞

夜間のライト点灯・交差点での信号遵守と一時停止等

平成21年度決算書概要

（西田原 霜田 文子）

秦野警察署長賞

飲酒運転・二人乗り・傘差し運転・並進走行の禁止

交通安全協会事務局では、職員一同が「明る
く・親切」をモットーとして、皆様方の運転免許
証更新手続きのお手伝いをしています。ご不明

☆ 危ないよ 道路のはみ出し ふざけっこ

更新手続きに必要な物

自転車運転中の携帯電話・イヤホン等の使用禁止

秦野市長賞

受付時間

交通安全協会事務局

〈会員対象〉

当交通安全協会では、市広報紙・タウンニュースで募集した平成23年度
に使用する交通安全標語の審査会を行いました。今回は応募者65名、154
点の中から審査いたしました。
多数のご応募、ありがとうございました。
（敬称略）

（今泉 小林 静子）

作
（新町 髙橋 賢二郎）

（免許証の有効年を確認して下さい）
更新期間：誕生日の前後 1 ヶ月間
月〜金（土・日・祝日は手続きできません）
AM8：30〜AM11：30（手続完了）
PM1：00〜PM 4：30（手続完了）
1. 運転免許証
2. 神奈川県公安委員会の更新連絡書（はがき）
（誕生日の概ね 1 ヶ月位前後に届きます）
3. 写真 1 枚（縦 3 cm・横 2.4 cm）
○6 ヶ月以内に撮影した上 3 分身正面、無背景、
無帽の鮮明な写真
4. 手数料
○収入証紙代（更新連絡書に○印がついています）
▽優良運転者講習の方……………3,250 円
▽一般運転者講習の方……………3,600 円
▽違反運転者講習の方……………4,250 円
▽初回運転者講習の方……………4,250 円
▽高齢者講習（70 歳以上）の方…2,550 円
○会費…1,500 円
○写真… 800 円（入会者）
5. 記載事項に変更、間違いのある方
○住所のみ変更…住民票、保険証、公共郵便物等
○本籍、氏名等の変更…本籍・氏名等記載の住民票
6. 申請書の作成…会員の方は交通安全協会で作成します
▽優良運転者講習の方…更新手続き当日受講
30分
▽一般運転者講習の方…更新当日・日時会場指定 60分
▽違反運転者講習の方…更新当日・日時会場指定 120分
▽初回運転者講習の方…更新当日・日時会場指定 120分
▽高齢者講習
（70歳以上）の方…
自動車学校実技・学科の 3時間講習
（6ヶ月前から受講することができます）
◎運転免許証郵送（郵送料 1,000 円）
※優良運転者講習、高齢者運転者受講済者が対象です。
※簡易書留郵便で自宅、勤務先に郵送されます
◎
［平成 21 年から IC チップ免許証］
※4 桁の暗証番号が 2 組必要。
事前に暗証番号を決めてお越し下さい。

交通安全協会にご加入を
委 員 小澤國男

本町支部

委 員 久保寺重雄

指導員部

（個人情報保護と偽造防止の他、本籍確認や再交付時に必要です）

会員皆様の会費が、地域の交通安全活動を支えています。
新入学児童の啓発活動

交通指導員の自転車教室

年末の交通街頭監視活動

たばこ祭り・交通防犯パレード

自転車で

携帯片手

市民の日・子どもと高齢者交通安全教室

事故のもと（警察署長賞）

反射式立看板の贈呈

