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「第 13回静岡県市町対抗駅伝競走大会」の河津町代表選手を下記のとおり

詳しくは、河津町教育委員会・社会教育係までお問い合わせ下さい。

記

大会名称 :第 13回 静岡県市町対抗釈伝競走大会

大会期日 :平成 24年 12月 1日 (土)

10:00ス ター ト (雨天決行)

コ ー ス :県庁～駿府城公園～長谷通り～麻機街道～流通センター通り～北街道～清見寺

～南幹線～県営草薙陸上競技場 (全 11区間:42.195km)
○第 1区 :3.974km 【t′ ― ― ア A‐ 豫

「

升 】

○第 2区 :1.848km 【/J洋 生 ,男 子 】

○第 3区 :1.469km 【/JN鋼書4ヒ ‐ゴな呵許】

○第 4区 :3.549km 【―一舟費 ‐ゴな月卜】 (平成6年 12月 1日 以前生れ)

○第 5区 :6.061km 【tタ ー ^― ′ A‐ J肇月卜】

○第 6区 :4.34km  【40潟 費墓ス ト ‐J影 ゴなィト澤喝】

(昭和 47年 12月 1日 以前生まれ)

○第 7区 :3.76km  【中 ~―生 ‐男 子 】

○第 8区 :3.02km  【=押 鋼書えヒ ‐ゴな篭卜・】

0第 9区

○第 10区

○第 11区

4.67km 【うジー ー 7B‐ Itt「f升 】

4.31km 【ジ ー ー 73‐ J評予 】

5.194km 【一一尭資 ‐夕5■←】 (平成6年 12月 1日 以前生れ)

奉ジュニア A・ …平成 6年 4月 2日 ～平成 9年 4月 1日 の間に生まれた方

*ジュニア B・・・平成 6年 4月 2日 ～平成 12年 4月 1日 の間に生まれた方

応募方法 :「氏名・住所・電話番号・生年月日・出湯区分」を下記までお知らせ下さい。

【応募・問合せ先】

河津町教育委員会

社会教育係

☆住所 :〒 413-0512 河津町笹原 78-4
☆電話 :0558-34-1117
☆FAX:0558-34-0295

24年 6月 28



 

 

 

 

河津町・白馬村 姉妹都市提携３０周年記念事業 

「河津・白馬交流 町民号」～参加者募集のお知らせ～ 

 

趣旨：姉妹都市提携３０周年を記念し「夏の河津町民号」として白馬村に訪問し、八方尾根   

ハイキングや、スポーツ・文化交流を通じ、姉妹都市としての交流を深める。 

 

期  日：平成２４年７月２１日（土）～７月２２日（日） 

内  容：①八方尾根ハイキング 班 ～白馬村民のガイドで高山植物の広がる夏の八方池へ～ 

     ②スポーツ・文化団体交流 班（白馬村の団体と交流については役場で調整します。） 
 

行  程：【２１日（土）】 

      6:00 河津町役場発 ～ 12:00 白馬村着（２班にわかれる） 

     ①ハイキング 班                ②スポーツ・文化団体交流 班 

     12:30 ゴンドラ乗車              13:00 交流開始（各団体ごと） 

     13:00 八方尾根ハイキング（片道約 1.5 時間）  17:00 交流終了 ⇒ 宿へ 

     17:00 ハイキング終了 ⇒ 宿へ 

     19:00 交流会（宿にて予定） 

     【２２日（日）】 

      9:00 白馬五竜高山植物園散策・スキージャンプ台等見学 

     14:00 白馬発 ～ 20:00 河津町役場着 
 

宿 泊 先：シャルムいなば（℡:0261-72-2122） 

募集定員：町民先着８０名（大型貸切バス２台） 

      ※中学生以下の参加は保護者同伴を原則とする。（グループでの同伴可。） 

参 加 費：大人 16,000 円／小学生以下 13,000 円 

      ※1 泊 5 食・ゴンドラ代・交流会費・旅行保険料を含む。（その他は各自負担。） 

申し込み：平成２４年６月１５日（金）～平成２４年６月２９日（金）までに電話・ＦＡＸ等

で下記まで申し込んでください。 

      ※氏名・住所・電話番号・コース①or②（希望交流種目）をお知らせください。 

そ の 他：参加者決定後、集合場所・時刻・参加費徴収方法等についてお知らせします。 

 

 

   問い合せ先：【河津町まちづくり推進課】 

        ○TEL：0558-34-1924 ○FAX：0558-34-0099 

        ○mail：machizukuri@town.kawazu.shizuoka.jp 
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夏の白馬村
に行こう！ 

mailto:machizukuri@town.kawazu.shizuoka.jp
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町有地売却のお知らせ 

 

河津町では、次のとおり、笹原（３区画）及び下佐ヶ野（２区画）の町有地の売却を行い

ますので、河津町内で土地をお探しの方はご検討ください。 

購入申込要項、購入申込書及び土地物件調書については、総務課に用意してありま

すので、購入を希望される方はお問い合わせください。 

なお、希望者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。 

 ※購入申込要項等は、河津町役場のホームページからもダウンロードできます。 

 

■売却物件  

物件 

番号 
所 在 地 面積 地目 地域区分 販売価格 

① 河津町笹原 74-12 186.61㎡ 宅地 低層住居 15,301,000円 

② 河津町笹原 74-11 186.83㎡ 宅地 低層住居 15,283,000円 

③ 河津町笹原 75-7 222.71㎡ 宅地 低層住居 18,239,000円 

④ 河津町下佐ヶ野 61-19 256.01㎡ 宅地 指定なし 8,320,000円 

⑤ 河津町下佐ヶ野 61-21 244.60㎡ 宅地 指定なし 7,949,000円 

※物件の場所は、裏面の地図を参照ください。 

 

■受  付 

第 1回受付は、平成 24年７月 31日（火）までとします。 

第 1回受付以降は、平成 25年 2月 28日まで順次受付販売いたします。 

 

■問合せ先 

河津町役場総務課 担当：財政係 電話：（0558）34－1913 

 

 

 

 

平成 24年６月６日 

河津町役場総務課 

 



笹原地区販売物件 （物件番号 ①～③） 

 

 

 

下佐ヶ野地区販売物件 （物件番号 ④～⑤） 

 

●

下佐ヶ野バス停
セブンイレブン

下田（R414)→

下佐ヶ野
駐在所

上河津〒

←三島（R４１４） 信号

上佐ヶ野→

下佐ヶ野公園

ゲート
ボール場

下佐ヶ野防災セ
ンター（下佐ヶ
野公民館）

⑤ 家庭百科 ④
河津森
林事務
所

河津駅（県道）→
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