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　この冬は楽しくからだを動かし、内臓脂肪を

減らしましょう。運動不足によって固まってい

るからだを、生き活きと動かしてみませんか？

○日程　１月２３日～３月２０日（毎週火曜日）

　　　　　午後１時３０分～３時　計９回

○対象　４０歳以上（疾患による運動制限があ

        る人を除く）

○内容　体操、講話、個別栄養相談、体力測定

○会場　女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター

生き活き教室のご案内

○対　象　町内在住の成年男女

○時　間　午後１時３０分～３時

　　　　　※調理実習の日は３０分延長

○場　所　ふれあいセンターフロックス

　　　　　集会室

○材料費　調理実習費として２００円

○締切り　１月２３日（火）まで（要申

　　　　　込み）

○その他　現在治療中の病気のある方は、

　　　　　医師の許可を得てください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

　　保健福祉課健康推進係

　　　　　　　　（TEL ６６－２０７０）

期　　日 内　　　容 持ち物 講　師

１月２６日
（金）

講話『あなたの血管、

傷んでいませんか？』

～メタボリックシンド

ロームを防ぐコツ～

筆記用具 保健師

２月　１日
（木）

講話・調理実習

『メタボリックシンド

ロームを防ぐ食生活』

エプロン

三角巾
栄養士

１月３１日
２月　７日
２月１４日
２月２１日
２月２８日
（毎週水曜日）

実技「自宅でできる運

動」リズムウォーク・

フットセラピー・ヨガ

＆ストレッチ等

運動しやす

い服装・タ

オル・水分

補給のため

のお茶や水

三上早苗

インストラクター

○指　導　日本エアロビックフィットネス協会

　　　　　インストラクター　三上　早苗さん

　　　　  北見ラジオ体操連盟

　　　　　      幹部指導員　硯見  洋子さん

○受講料　無料

○持ち物　タオル・バスタオル・水分補給のた

　　　　　めの飲み物※第２回目（１月３０日）

　　　　　のみ運動靴が必要

○締切り　１月 1９日（金）まで（要申込み）

【お申し込み・お問い合わせ先】

　　福祉課健康推進係（内線１１３）役

支

ヘルスアップ教室のご案内



　町では、保護者の就労及び疾病などの理由により保育を要

する３歳未満児を託児所に通所させた場合、託児所に支払っ

た月額利用料を、基準に基づき助成する託児通所助成を行っ

ています。詳しくは、お問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】　　福祉課社会福祉係（内線１０７）

託児通所助成
のお知らせ

集募児園
【お問い合わせ先】

　　福祉課社会福祉係（内線１０７）

　大空町立豊住保育園（TEL ７４－２３７２）

豊住保育園 　豊住保育園では、平成１９年度から新たに入園を

希望する園児を次のとおり募集します。

入所の対象

■募集人数　　１０人

■保育期間　　平成１９年４月１日

　　　　　　　　　～平成２０年３月３１日

■保育時間　　

○月曜日～金曜日　

　◆通常保育　　午前８時～午後４時

　◆延長保育　　午後４時～午後５時３０分

○土曜日　　　　午前８時～正午

■受付　　２月１日（木）～２月８日（木）

※福祉課社会福祉係で受付けします。また、お申

　し込みをされた方へは、後日面接のご連絡をし

　ます。

■入 所 料    １人　２，１００円

■保 育 料

募集の概要・・・

●事業主等の雇用証明書（上記①②の場合）

●母子手帳の写し（上記③の場合）

●診断書の写し（④⑤の場合）

●２歳児（平成１６年４月２日から平成１７年
４月１日までに出生した幼児）で、保護者及
び同居の親族等が次のいずれかに該当する場
合。

①居宅外で常に労働している

②居宅内で幼児と離れて日常の家事以外の労働

　を常にしている

③妊娠中であるか、出産後間がない

④疾病にかかっていたり、負傷又は精神もしく

　は身体に障がいを有している

⑤長期にわたり疾病又は精神もしくは身体に障

　がいを有する同居の親族を常時介護している

※保育を要する３歳から５歳児で入園を希望さ
れる方は、福祉課社会福祉係または豊住保育
園にご相談ください。

お申込みに必要なもの

　町では、児童の保護者が上記豊住保育園の入

所の対象に記載している①～⑤の理由により、

児童を保育することができない状況で、なおか

つ同居の親族等が児童を保育することができな

い場合に、他の地方自治体

と調整のうえ、その地方自

治体に保育を委託する広域

保育を行っています。

広域保育のお知らせ

■保育期間　　平成１９年４月１日～

                  　平成２０年３月３１日

■対象児童　　３歳未満児

■受　　付    ２月１日（木）～２月８日（木）

  ※希望する自治体保育所の空き状況により、委

　　託できない場合があります。

【お問い合わせ先】

　　福祉課社会福祉係（内線１０７）

区　分 ３歳未満児（１人）３歳以上児（１人）

通常保育 ７，３５０円 ５，２５０円

延長保育 ３，６７０円 ２，６２０円

役

役

役



　介護保険料を納付書により納付される方は、役場・総合支所窓口又

は大空町収納代理金融機関にて納入願います。

　また、口座振替をご利用中の方は、口座残高の確認をお願いします。

　みなさんの納める介護保険料は介護保険事業の１９％を占める大切

な財源ですので、納め忘れのないようにしましょう。

※口座振替をご希望の方は、役場・総合支所窓口又は大空町収納代理

　金融機関で手続きをお願いします。

～介護保険料（第４期）の納期限は１月３１日～

【お問い合わせ先】

　　福祉課高齢者福祉係（内線１１５）

　　保健福祉課高齢者福祉係（ＴＥＬ６６－２０７０）
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　女満別幼稚園・東藻琴幼稚園では、平成１９年度から新

たに入園を希望される園児を募集します。

　詳細については、対象となる方に文書を郵送しています。

対象となる方で文書が送られてこなかったり、内容につい

て不明な点がある場合は、お問い合わせください。

【女満別幼稚園】　２月５日（月）・６日（火）　午前９時３０分～１１時

【東藻琴幼稚園】　１月２３日（火）・２４日（水）　午前９時～午後３時

※入園願書の受付は、各幼稚園で行います。

※入園願書提出の際は、幼児同伴でお越しください。

◇願書の受付～お忘れないように受付けをしてください～

【お問い合わせ先】

　女満別幼稚園（Tel７４－２６７１）　東藻琴幼稚園（Tel６６－２１８４）

　　生涯学習課学校教育係（内線２１４）

　　　女満別教育センター学校教育係（内線５０２）

●期　日　１月２１日（日）

●時　間　午前１０時から午後２時まで

　　　　　※何時に来ても参加できます。

●場　所　メルヘン公園多目的屋内広場

●内　容　ストラックアウト（野球・サッカー）・

　　　　　フリースロー（バスケットボール）・パ

　　　　　ークゴルフ・ニュースポーツなど、どな

　　　　　たでもできるスポーツがいっぱいです。

スタンプラリー方式になっています。

全種目達成すると･･･お楽しみに！

　いろいろなスポーツを用意しています。

何時に来ても良い『スポーツ縁日』です。

　　　　　　年齢を問わずどなたでも参加

　　　　　　できますのでご家族揃って会

　　　　　　場にお越しください。

★東藻琴地区からのバスの運行

○東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センター発（スポーツ縁日会場へ）

　①９：３０②１０：３０③１１：３０④１２：３０

○スポーツ縁日会場発（東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センターへ）

　①１０：００②１１：００③１２：００④１３：００⑤１４：００

★ミニバレーボール会場から縁日会場までの巡回バス

※当日は町民ミニバレーボールを実施していますので、バスを巡回します。

○女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター発（ゲートボールセンター経由⇒縁日会場へ）

　午前９時４５分から３０分おきに巡回します。

　※最終は縁日会場発午後２時１５分です。
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【お問い合わせ先】女満別Ｂ＆Ｇ海洋センター（TEL ７４－３５１９）
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●申込期限　１月３１日（水）

●入居選考　２月中旬

●お申し込み方法、使用料等につきま

　しては、それぞれの住宅により異な

　りますので、お問い合わせください。

町営住宅入居者の募集について
団　地　名 募集戸数 建築年度 規　模 浴　槽

特定公共賃貸住宅

しらかば第２団地
１戸 Ｈ１２ ３ＬＤＫ 有
２戸 Ｈ１２ ２ＬＤＫ 有
２戸 Ｈ１４ ３ＬＤＫ 有

北二もみじ団地 １戸 Ｈ９ ３ＬＤＫ 有

地域特別賃貸住宅Ａ型（単身者用）
夕陽台団地 ４戸 Ｈ４ ２ＤＫ 有

【お問い合わせ先】
　　　建設課管理係（内線３２２）
　　　建設水道課土木管理係
　　　　　　　　　 （内線１３２）
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　今回の募集から、夕陽台団地（町営単身者住宅）の入居資格要件から年齢制限がなくなりました。

　独身で住宅をお探しの方は、ぜひ一度ご相談下さい。

　ただし、入居要件としては他に所得、就業等の諸条件もありますので、詳細については、役場建設
課管理係までお問い合わせください。

夕陽台団地の入居資格が変わりました

東藻琴白かば台スキー場オープン！！

　大空町のスキー場「東藻琴白かば台スキー場」
がオープンしました。お友達同士や家族づれで
ぜひお楽しみください。

～オープン期間～
　３月上旬まで
●ロープ塔運行時間　　
　火～木曜日　午後６時～９時（ナイター実施）
　土　曜　日　午後１時～４時
　日曜・祝日　午前１０時～午後４時
●使用料　　無　料

　
●スキー場の利用に当って
　○ロープ塔は小学３年生から利用できます。
　○そり遊びは禁止します。
　○スノーボードでの危険な行為は禁止します。
●スキー場の設備
　しらかばハウスロッジ《水道・トイレ公衆電
　話（６６－３０７０）有り》・ロープ塔・ナ  
　イター設備※スキー等レンタル無し

【お問い合わせ先】　
　　　生涯学習課施設管理係（内線２１７）
   東藻琴Ｂ＆Ｇ海洋センター（TEL66-2741)

オホーツク財団では、オホーツク地域が誇る
加工食品を「オホーツクブランド」として認証
し、販路拡大、販売促進に役立てる ｢オホーツ
クブランド ｣認証事業を行っています。
これまで認証された商品は、従来取引の無かっ
たデパートやコンビニ等から引き合いがあるな
どの効果が報告されています。
　第３回の商品の公募が行われていますので多
数の応募をお待ちしています。

地域の食品をオホーツクブランドに！
●主な認証基準
　○オホーツク地域で生産された原材料を使用
　　し、地場食品企業が製造した加工食品であ
　　ること。
　○調味料が安全で製品が美味であること。
　○衛生管理、品質管理の信頼性が高いこと。
【ご応募・お問い合わせ先】
〒 090-0833　北見市とん田東町５８７番地２
　財団法人オホーツク地域振興機構事務局
　TEL（０１５７）２５－０５６１
　ホームページ（http://www.ohotuku.or.jp）

応募期間　平成１９年１月２６日まで
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