第

33

秦野市交通安全協会会報

号

平成 26 年 3 月 26 日（２）

平成25年度交通安全功労者・優良運転者表彰受賞おめでとうございます

（H25.11.7、県立音楽堂功労者表彰式）

【免許証の有効年を確認しましょう！更新期間…誕生日の前後1ケ月】
原 克明 遠藤 進
▼秦野警察署長表彰
月〜金（土・日・祝日は手続きできません）
（交通安全功労者）
AM8：30〜AM11：30（手続完了）
岡部和夫 中志陽一 大津恒男
内野常子 望月テル子 梶山アイ子
PM1：00〜PM 4：30（手続完了）
▼秦野警察署長・秦野市交通安全協
1. 運転免許証
会会長連名表彰
（交通安全功労者）
2. 更新連絡書（神奈川県公安委員会からのはがき）
奥村 修 小清水五男 窪寺みどり
※誕生日の１ケ月前位に届く３枚合わせのはがき
桐山裕美子 三川ひとみ 池田信子
森 広子 草山節子
3. 写真１枚（縦３㎝・横２. ４㎝）
（優良運転者 10 年）
※６ケ月以内撮影の上３分身正面、無背景、無
石垣 猛 関野まゆみ
帽の鮮明な写真
▼秦野市交通安全協会会長表彰
（交通安全功労者）
4. 手数料
髙野 隆 栗原一男 小山田邦雄
※県収入証紙代（更新連絡書に○印が付いています）
沓澤七郎 髙橋幸平 佐藤一夫
5. 記載事項に変更のある方
庵地優作 青木裕子 齊藤ルリ子
甘利ひろみ 松本良子 尾澤真琴
※住所のみ変更…住民票、保険証、公共郵便物等
加藤郁子
いずれか
（優良運転者 5 年）
山口道夫 岩田芳行 稲毛うめ子
※本籍、氏名等の変更…本籍、氏名記載の住民票
星野るみ子 石田和子
6. 申請書の作成…会員の方は交通安全協会で作成

交通安全協会本町支部は、中村支部長以下 18 名の
支部役員・母の会役員等で組織され、毎月 1 日、15
日の交通安全日と各季交通安全運動中は、河原町交
差点、本町四つ角交差点等 4 ケ所において集団登校
支部長 中村誠治 する子供達を交通事故から守る誘導・監視活動を行
っています。子供達から元気な声で「おはようござい
ます。」の挨拶を活動の励みとして頑張っています。本町支部では秦野市内
の交通事故減少を目指し、交通安全活動に取り組んで参ります。また、支部
役員を随時募集しておりますので皆様のご参加をお待ちしております。

更新手続きに必要な物

平成 25 年度の神奈川県交通安全
功労者表彰式、秦野市交通・防犯市
民のつどい表彰式に於いて次の方々
が受賞の栄に輝かれました。心より
お祝い申し上げます。（敬称略）
各表彰受賞者
▼関東管区警察局長・関東交通安全
協会連合会会長連名表彰
（交通安全功労者） 繁田勝海
（優良運転者）
山口和余
▼神奈川県知事表彰
（交通安全功労者） 小野平造
▼神奈川県公安委員会会長表彰
（功労団体）
秦野市交通安全協会西支部母の会

します。

支部だより

※高齢者（70歳以上の方）の更新

本町支部

秦野市長賞

交通安全協会長賞 ☆ 自転車も

（曽 屋 目黒 常子）

必ず止まろう 交差点

（名古木 小泉 時江）

あるかも知れない 慣れた道
飲んだら乗るな 命は一つ

（菩 提 古谷ツヤ子）

交通安全協会長賞 ☆ 守ります

交通ルールと 安全確認

（室 町 川戸 貞行）

諸星義晴

副委員長

村上勝祐

南 支 部

委

員

石渡

孝

東 支 部

委

員

露木健二

北 支 部

委

員

恩蔵正一

大根支部

委

員

藤下

進

本町支部

委

員

久保寺重雄

指導員部

西 支 部

秦野橋での交通誘導

会費の使い方（平成24年度） 自至 平成24年4月1日～
平成25年3月31日
前期繰越収支差額
2,905,879円

免許会費
13,819,500円

特定預金取崩額収入
13,817,411円

合計
32,814,051円

新免会費
583,000円
賛助会費
311,300円

繰入金 500,000円
雑収入 58,761円

優良運転者表彰制度のご案内 〈！安全運転を心がける自分のために！〉
☆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。優良運転者表彰は自己
申請です。詳しくは秦野市交通安全協会にお尋ね下さい。

支出の部

委 員 長

運転経歴証明書が身分証明証になります。免許証を有効期
限内に返納、写真１枚、手数料証紙1,000円で警察署に申請、
再更新の必要はありません。

（平 沢 大木 優哉）

交通安全協会長賞 ☆ 危ないよ

会報編集委員

高齢者情報 運転免許証を返納すると身分証明証がなくなってしまう

（新 町 髙橋賢二郎）

一人一人が 責任者

交通安全協会長賞 ☆ 飛び出しが

を受講し、講習終了証明書を必ずご持参して下さい。

当交通安全協会が市広報紙・タウンニュースで募集した平成26年度使用の交通安全
標語審査会を行い、応募者54名、175点の内から次の作品に決まりました。ご応募あり
がとうございました。
（敬称略・毎年1月中に募集します。
）

☆ 通学路 ルール守って 登下校

秦野警察署長賞 ☆ 事故ゼロへ

更新前に自動車学校で高齢者講習（完全予約制）

収入の部

平成25年度・第24回交通安全標語審査結果

免許の更新日が近づいていませんか？

受付時間

▼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（緑十字銅章）
（交通安全功労者）
井上市三 上田武夫 相原進昭
長谷川正二 渡邊明美 吉川節子
（優良運転者）
長田 毅 今井義朗 前村美代子
▼神奈川県警察本部長表彰
（交通安全協力者）
野沢正男 門倉克巳 古谷光一
▼神奈川県交通安全協会会長表彰
（交通安全功労者）
井上作造 竹久保昭一 深津巳佐夫
門倉美則 山口友一
小堀志津子 坂東律子
（優良運転者 15 年）
原 愛子 長田美和 小笠原義幸
青木正勝 髙山忠夫
（優良運転者 20 年）
東平久雄 今井義朗
▼秦野市交通安全対策協議会会長表彰
（交通安全功労者）
髙橋信男 鈴木清志 佐野紘一

免許更新案内

啓蒙宣伝費
2,259,706円
指導広報費
5,167,940円

繰出金・積立金
11,868,418円

合計
32,814,051円

次期繰越収支差額
2,108,618円

交付金
818,200円

諸費
4,938,100円

車輌関係費 400,143円
団体協力費 211,800円

人件費
3,296,804円
需要費
958,550円
会議費
339,990円
研修会費
1,263,982円

会員皆様の会費は、
地域の交通安全活動に貢献しています。
◎交通安全街頭指導
新入学児童にランドセルカバー贈呈

二輪車の街頭無料点検

◎児童等交通安全教室の推進

◎学童等の交通安全誘導・監視

たばこ祭り・交通防犯パレード

◎交通安全広報活動

◎子どもと高齢者の交通安全教室等

市民の日・子どもと高齢者交通安全教室

自転車安全教室従事の交通指導員

交通安全協会の新広報車

「交通安全教育DVD」などの無料レンタル【地域・職場・学校等での交通安全啓発活動にご利用下さい。】

秦野市交通安全協会では、幼児・小中高校生、一般運転者、二輪車運転者、高齢者向けの交通安全教育DVD、飲酒運転疑似体験ゴーグル、チャイルドシート、
交通安全のほり旗など無料で貸し出しを行っています。※レンタル等は一般会員・賛助会員の方を優先させていただきます。

「 交 通 指 導 員 」として活 動してみません か！ 秦野市交通安全協会では、子どもの交通安全教室や地域祭礼の交通整理等を行う地域に
密着したボランティア活動の「交通指導員」を募っています。

詳しくは交通安全協会事務局（81）7771まで。

事故ゼロへ

一人一人が

責任者 （警察署長賞）

