水落智子さん︵東京都中央区︶

松尾

村井良慶さん︵埼玉県川口市︶

中原優治さん︵熊本県熊本市︶

牧之瀬孝さん︵千葉県市原市︶

大関香織さん︵千葉県船橋市︶

石村和也さん︵ 神奈川県横浜市︶

川村

武村

衣川
実さん︵東京都町田市︶

和さん︵大阪府茨木市︶

剛さん︵兵庫県西宮市︶

上田悦信さん︵石川県志賀町︶

刀根正樹さん︵愛知県安城市︶

高井光雄さん︵福島県福島市︶

井田吉彦さん︵ 神奈川県横浜市︶

田川信希さん︵ 千葉県木更津市︶

石渡正倫さん︵静岡県三島市︶

大橋富美雄さん︵ 愛知県豊川市︶

三浦秀一さん︵熊本県熊本市︶

熊本将也さん︵ 福岡県久留米市︶

鹿熊謙悟さん︵東京都練馬区︶

︵神奈川県相模原市︶

小針みつ子さん︵ 福島県郡山市︶
博さん︵福岡県福岡市︶

樋口智勇さん

川崎敏明さん︵ 東京都国分寺市︶
前田泰志さん︵兵庫県神戸市︶

山口

厚さん︵ 東京都世田谷区︶

有馬真悟さん︵宮城県仙台市︶

た方のみ市ホームページにて掲載

寺沢慎祐さん︵ 石川県中能登町︶

佐々木憲子さん︵ 静岡県熱海市︶
今井敏之さん︵大阪府豊中市︶

西井祐一さん︵ 神奈川県横浜市︶

服部岳男さん︵ 千葉県我孫子市︶
桑原綾子さん︵東京都渋谷区︶

芝坂佳子さん︵東京都港区︶

的野 力さん︵福岡県福岡市︶

辻本

山本善広さん︵奈良県奈良市︶

木村雅生さん︵ 神奈川県鎌倉市︶

若松康裕さん︵ 神奈川県横浜市︶

優さん︵ 神奈川県横浜市︶

大橋文哉さん︵大阪市吹田市︶

杉谷保行さん︵東京都新宿区︶

安土優子さん︵熊本県八代市︶

坂本倫弘さん︵大阪府大阪市︶

有岡京子さん︵ 福岡県太宰府市︶

︵静岡県伊豆の国市︶

米田佳史さん︵広島県広島市︶

佐藤信行さん︵ 福島県いわき市︶

福崎将隆さん︵ 神奈川県横浜市︶

渡辺大貴さん︵東京都国立市︶

福本裕也さん︵東京都文京区︶

山口千香子さん︵ 東京都中野区︶

︵和歌山県和歌山市︶

柴田幸代さん︵東京都目黒区︶

孝さん︵京都府京都市︶

水谷聖子さん︵大阪府堺市︶

吉井彰浩さん︵広島県広島市︶
尾崎由香里さん︵ 埼玉県志木市︶

相澤賢吉さん︵ 神奈川県川崎市︶
佐々木祐介さん︵ 北海道旭川市︶

水野純治さん︵埼玉県白岡市︶

晃さん︵大阪府大阪市︶

宮入寛子さん︵ 福岡県北九州市︶

白木

島川恵一郎さん︵東京都港区︶

飯島永子さん︵東京都杉並区︶

福壽潤子さん︵ 神奈川県横浜市︶
堀部朝樹さん︵東京都江東区︶

吉田友輔さん︵岐阜県岐阜市︶

︵神奈川県相模原市︶

髙野一生さん︵千葉県浦安市︶

嶋

清和さん︵福岡県福岡市︶

石原義浩さん︵ 神奈川県横浜市︶

川野里美さん︵東京都品川区︶

竹内淳一さん︵千葉県印西市︶

北村隆人さん︵京都府京都市︶

駒田郁子さん︵大阪府茨木市︶

柳沢賢次さん︵埼玉県滑川町︶

紙谷直毅さん︵香川県高松市︶

小口清仁さん︵ 東京都武蔵野市︶

雨宮俊和さん︵ 千葉県木更津市︶

宮本和朋さん︵広島県尾道市︶

江川貴世子さん︵ 東京都足立区︶

青木隆良さん︵埼玉県草加市︶

︵埼玉県さいたま市︶

正さん︵埼玉県越谷市︶

︵埼玉県ふじみ野市︶

◎広報有料広告

五所川原市を応援します

ՋޱװҨŻƹƞźƹƋ
春のクリーン作戦︵泥上げ︶
春の清掃運動の一環として側溝から上げた泥の回収を行います︒
側溝の泥上げを終了した町内会はご連絡ください︒
実施期間⁝４月 日㈪〜７月１日㈮
＊期間内に実施するようお願いします︒
回収⁝十分乾燥したのち随時回収します︒

▽土のう袋は配布していませんので︑町内会で準備してください︒

付近の邪魔にならない所で乾燥させてください︒

▽必ず土のう袋を使用し︵土のう袋以外は回収しません︶
︑ごみ集積所

注意事項

＊日程調整により回収が遅くなる場合がありますのでご了承ください︒

!!

ります︒泥を詰めすぎないようお願いします︒

▽土のう袋に泥を詰めすぎると袋が破れやすくなり︑回収が困難にな

問⁝環境対策課 内線２３４５

ペットの飼い主の皆さんへ
春先の雪解け時期に︑ペットの
フンがでてくるとの苦情が多くあ

フンの放置は不衛生であること

ります︒

はもちろん︑法律違反になり︑懲
役もしくは罰金等の刑罰に科され
ることもあります︒フンは自宅へ
持ち帰り︑適正に処理してくださ
い︒
問⁝環境対策課 内線２３４２
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ふるさと 納 税
人の

〜どうもありがとうございました〜

２月は総額１２８万円︑

横山雄高さん︵東京都渋谷区︶

の予定です︒なお︑紙面の都合に

長原和宏さん︵茨城県日立市︶

寄付者の氏名等は同意いただい

方からいただきました︒

より前号に掲載できなかった方は
以下のとおりです︒

肇さん︵広島県府中町︶

淳さん︵ 福島県いわき市︶

遠藤明史さん︵東京都江東区︶

庄司

三宅

中原

西本知二さん︵京都府京都市︶

中西洋平さん︵東京都荒川区︶

稲守 徹さん︵兵庫県神戸市︶

藤元正昭さん︵福島県糸島市︶

羽田明弘さん︵愛知県豊橋市︶
緒方寿也さん︵佐賀県佐賀市︶
土屋みゆきさん

潔さん︵静岡県静岡市︶

岩戸智史さん︵愛知県大府市︶
雪本成文さん︵ 大阪府岸和田市︶

▽１万円

片山泰之さん︵東京都渋谷区︶
金子

山崎静香さん

粉川広一さん︵ 愛知県名古屋市︶

寺岡康行さん︵京都府京都市︶

松浦昌子さん︵東京都中野区︶

長澤信吾さん︵東京都文京区︶

田村浩志さん︵東京都品川区︶

︵愛知県名古屋市︶

阿部武彦さん︵福島県相馬市︶
林 哲二さん︵ 新潟県十日町市︶

︵神奈川県茅ヶ崎市︶

坂之下裕一さん

中畠千恵子さん︵ 広島県広島市︶

保田

竹岡篤志さん

大西公二さん︵大阪府大阪市︶

上松幸司さん︵滋賀県栗東市︶
隅谷 洋さん︵兵庫県芦屋市︶
岡田武志さん︵愛知県豊田市︶

野田英樹さん︵京都府京都市︶

隆さん︵広島県広島市︶

稲元義久さん︵ 和歌山県岩出市︶
山本絹枝さん︵京都府京都市︶

原野隆治さん︵福岡県福岡市︶

坂井雅和さん︵東京都港区︶
井田 龍さん︵千葉県船橋市︶

杉浦淳史さん︵千葉県千葉市︶

佐藤和夫さん︵福岡県福岡市︶

山口勝規さん

岡村祐子さん︵滋賀県草津市︶
作田英夫さん︵東京都渋谷区︶

奈良郁弥さん

卓さん︵ 東京都世田谷区︶

松山茂之さん︵滋賀県甲賀市︶

瀬崎沙織さん︵静岡県浜松市︶
飯田宏一さん︵ 東京都小金井市︶

小塙

鈴木順二さん︵東京都新宿区︶
浅野仁美さん︵大阪府大阪市︶

能美幸生さん︵東京都大田区︶

和弘さん︵茨城県神栖市︶

福本孝之さん︵徳島県阿波市︶

名嶋真器さん︵東京都豊島区︶
藤本義博さん︵千葉県茂原市︶

二瓶和広さん︵東京都大田区︶

林

池田浩志さん︵埼玉県所沢市︶
中溝薫里さん︵福岡県福岡市︶

福間康弘さん︵大阪府堺市︶

竹内吉和さん︵埼玉県坂戸市︶
松井

田中

市役所かわら版は市職員も出演し、市政情報をお伝えしています。
災害発生時には、状況や避難等の情報も放送します。
市政情報のほか、災害発生時にもラジオをご活用ください。
＜お知らせ＞
これまでは、旧五所川原地域だけの放送でしたが、４月から五所川原市内
全域で放送を聴くことができるようになります。
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宮本和則さん

中島敏男さん︵ 東京都世田谷区︶
中川晋作さん︵石川県金沢市︶
今井

壽山達也さん︵奈良県王寺町︶
麻生正紀さん︵東京都中央区︶

三浦圭太さん︵北海道札幌市︶

市役所かわら版放送時間
日
7：52 ／ 10：10 ／ 12：40
14：10 ／ 17：35 ／ 18：00
土・日
9：10 ／ 12：10 ／ 17：15

近藤広宣さん
髙橋健志郎さん︵ 滋賀県長浜市︶

垣田浩司さん︵山口県周南市︶
伊藤澄江さん︵北海道札幌市︶

山本浩平さん︵青森市︶

野上隆夫さん︵ 神奈川県横浜市︶

阿部康生さん︵福島県相馬市︶

平

︵神奈川県茅ヶ崎市︶

水谷文和さん︵三 重県木曽岬町︶

豊さん︵ 神奈川県横浜市︶

望月淳平さん︵千葉県千葉市︶
青木栄二さん︵神 奈川県大和市︶

均さん︵秋田県秋田市︶

徳永泰幸さん︵福岡県粕屋町︶

山城昌也さん︵沖縄県浦添市︶
西村修一さん︵東京都中央区︶

好川隆三さん︵東京都文京区︶

小玉敏宏さん︵大阪府枚方市︶

中田好男さん︵大阪府摂津市︶

荒木徳明さん︵ 愛知県名古屋市︶

︵神奈川県横須賀市︶

渡部美津子さん

弘さん︵ 神奈川県川崎市︶

渡邊宗義さん︵大阪府豊中市︶
義永雅造さん︵兵庫県姫路市︶

村尾昌輝さん︵大阪府大阪市︶

横山
野崎浩司さん︵北海道札幌市︶

姜

肥塚幸子さん︵福岡県福岡市︶

青野信子さん︵愛媛県今治市︶

米山真和さん︵広島県広島市︶

本川高代さん︵大阪府大阪市︶

修さん︵東京都文京区︶

朱美さん︵大阪府大阪市︶

布施宏子さん︵滋賀県長浜市︶

清野

聡さん︵千葉県千葉市︶

榊原邦宏さん︵東京都中央区︶
入江
橋本八重子さん
︵千葉県習志野市︶
加藤豪三さん︵愛知県安城市︶
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五所川原市役所
４月号
広報ごしょがわら
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