
平成１９年２月１５日発行

発行者　大　空　町
【お問い合わせ先】　
　大空町役場
　企画課広報広聴係(内線213)
　
　　

まちのまちの
おしらせおしらせ

２月号２００７

広報 大空

Public　Infomation　Ozora

大 空 町 役 場　　TEL ７４－２１１１
東藻琴総合支所　　TEL ６６－２１３１

※お問い合わせ先等は、大空町役場は　役　東藻琴総合支所は　支　で表しています。

※電話番号は、市外局番を記載していません。地区外に電話をする場合は「０１５２」をダイヤルしてください。

●と　き　２月２５日（日）
　　　　　出発　東藻琴総合支所前　午前８時／女満別研修会館前　午前８時３０分

　　　　　帰町　女満別研修会館前　午後３時３０分／東藻琴総合支所前　午後４時（予定）

●ところ　津別スキー場　　　

●交通機関　大空町バス

●参加料　無料（リフト料金及び食事代、用具レンタル料金は自己負担）

　　　　　★リフト料金（特別割引券料金）

　　　　　　○大人（中学生以上）２，０００円

　　　　　　○子供（小学生以下）１，０００円

●バス定員　４０人

●参加条件　町内在住もしくは大空町内に通勤・通学

　　　　　されている方

●締　切　２月２２日（木）

【お申し込み・お問い合わせ先】

　　企画課地域振興係（内線２１５）

【町民スキーデー　２月２５日（日）】
　「バスでは一緒に行けないけど・・」

という方は、ご自身（自家用車等）で

津別スキー場に行っても、リフト料金

が特別割引料金でご利用いただけます。

　その場合は、直接「津別スキー場」

で受付をしてください。ただし、町内

在住の方が対象ですので免許証・保険

証等の提示が必要です。

　町民スキーツアー参加者を募集します。

　昨年１２月１７日に引き続き、２回目

のスキーツアーになります。

　なお、バスでは参加できない町民の方

も、当日は町民スキーデーとして特別割

引料金でお楽しみいただけますので、こ

の機会にぜひご利用ください。

みんなで津別スキー場に行こう！

町民スキーデー＆
町民スキーツアーのご案内

役

　町民大学が開催されます。

　障がい者の人権問題について、東弁護士がわかりや

すくお話してくれます。ぜひご来場ください。

　

大空町民大学

◆講師　東　俊裕 （ひがし　としひろ）　弁護士

◆日時　２月２３日（金）午後６時３０分開演

◆会場　女満別研修会館大会議室

◆演題　「障がい者の人権確立に向けて」

　　　　～ひとりひとりの人権を尊重した明るい地域づくりとは～

◆送迎　東藻琴地区の方はバスで送迎します。

　　　　東藻琴総合支所前出発　午後５時３０分

　　　　※帰り：午後８時２０分出発予定（研修会館前）。

平成１８年度　第１回



健康学習会のお知らせ

心にたまったストレス
　　は“うつ”のもと

　同じような生活をしていても、ストレスが

たまって「うつ」な気分になってしまう人が

いる一方、全く平気な人もいるのはなぜでし

ょうか？ 

　ストレスの多い現代社会では、積極的にス

トレスをためこまない生活の工夫をすること

が大切です。この学習会で健康な暮らし方の

ヒントを見つけましょう。○日時　３月９日（金）午後２時

○場所　大空町教育文化会館

○講師　北海道立向陽ヶ丘病院　

　　　　　　院長　佐々木　信一　氏

○主催　北海道網走保健所

○共催　大空町／女満別青少年育成事業協会

【お申し込み・お問い合わせ先】

福祉課健康推進係（内線１１３）

※３月６日（火）までにお申し込み下さい。

生ごみは水を十分に切ってから！・・・
　　　　　　　　　　　　とお願いするのには理由があります
　

　燃やせるごみは、平成１５年４月から東藻琴地区のごみ焼却

施設で処理をしています。その燃やせるごみの中で「生ごみ」

は水分量が多く大変燃えにくいことから、ごみの焼却に多くの

時間がかかります。また、焼却に使われる燃料の使用量や完全

に焼却できないごみも増え、焼却炉の損耗を含め、焼却施設の

維持管理に大変な支障をきたしています。

　大切な施設の維持管理をする上で、ごみ

の水分量を減らすことは大変重要なことな

のです。適正な維持管理を行い、施設の延

命を図るために、生ごみの水切りやごみの
分別にご協力をお願いします。
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町長室だより

　広報２月号（１月３１日発行号）でお

知らせした「町長の総合支所勤務日」が、

町長公務の都合により、次のとおり変更

となります。お間違えのないよう、お気

軽にお立ち寄りください。

○変更前　２月２７日（火）

　　　　　　　

⇒

○

変更後　３月　２日（金）

【勤務時間】

　午前８時４５分～午後５時１５分

「しらかばクラブ」
 会　員　募　集

  ６５歳以上で仲間を作って楽しく活動しま

しょう。

　クラブでは、旅行や誕生会・パークゴルフ

など毎月たくさんの活動を行っています。

　楽しい趣味として、仲間作りの場として、

お気軽にご参加ください。

○年会費　２，０００円

【お申し込み先】　

　老人クラブ連合会事務局

　（社会福祉協議会内／ TEL ７５－６０２１）

役

総合支所勤務日の変更



　パソコンサークル・レインボー（会員数１２名）では、長寿社会振興財

団から活動助成をいただき、この２年間パソコンの習得に取り組んできま

した。

　まだ勉強不足で、パソコンの奥深さに驚いている毎日ではありますが、

学んだことを初心者の方に伝える会を４月に３回程度開催したいと考えて

います。（お申し込みをいただいた方と相談して日程等を決めます。）

　ご希望の方はご連絡をお願いします。（先着５名程度）

　

【ご連絡先】パソコンサークル・レインボー

　　　　　　　吉田（TEL ７４－３６６４）／松井（TEL ７４－２３４２）

パソコンを学びたい方はいませんか？

　東藻琴歯科診療所は、現在診療に当たっている佐藤宏

明先生が新たな開設者となります。その準備のため、次

の期間、歯科診療が休診となります。

　この期間、町民の皆様には大変ご不便をお掛けします

がご理解をお願いします。

～東藻琴歯科診療所休診のお知らせ～

●休診となる日　２月１６日 (金 )から
　開設手続き及び医療機器の準備が整い次第、再開しま

す。再開の日程は、決まり次第改めてお知らせします。 【お問い合わせ先】

　　保健福祉課

　　（TEL ６６－２０７０）

支

施　設　名 指定管理者 指　定　期　間 施設担当係

女満別図書館
東藻琴図書館

財団法人女満別青少年
育成事業協会

平成１９年４月　１日から
平成２２年３月３１日まで

女満別図書館業務係
東藻琴図書館業務係

女満別研修会館
女満別ゲートボールセンター

財団法人女満別青少年
育成事業協会

平成１９年４月　１日から
平成２２年３月３１日まで

女満別教育センター
　　　　施設管理係

ひがしもこと乳酪館
財団法人めまんべつ産
業開発公社

平成１９年４月　１日から
平成２２年３月３１日まで

ひがしもこと乳酪館

藻琴山温泉芝桜公園
株式会社藻琴山温泉管
理公社

平成１９年４月　１日から
平成２２年３月３１日まで

産業振興課
　　　　商工観光係

女満別農業構造改善センター
特定非営利活動法人夢
の樹オホーツク

平成１９年４月　１日から
平成２４年３月３１日まで

農政課農政係

朝日ヶ丘公園 大空総合管理協同組合
平成１９年４月　１日から
平成２４年３月３１日まで

商工観光課観光係

　次の公共施設において、４月１日から指定管

理者制度を導入し、それぞれの施設を管理運営

することになりましたのでお知らせします。

【お問い合わせ先】

　　企画課行政経営係（内線２１１）

指定管理者制度導入
～４月１日から新たに８施設～

役



●入居選考は募集締め切り後、随時行

　います。

●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

一般町営住宅

青葉団地
１戸 Ｓ６０ ３ＬＤＫ 浴室のみ
１戸 Ｓ６１ ３ＬＤＫ 浴室のみ

しらかば団地 １戸 Ｈ　４ ３ＬＤＫ 浴室のみ

特定公共賃貸住宅

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

支

役

　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

～３月の子育て支援事業「遊びの広場」～
　めちゃいるど館は子育て支援センターの
役割もあります。
　小さなお子さん達、子育て中のお母さん
達の触れ合いの場として、ぜひお気軽にお
越しください。

◆日時　毎週月曜日から金曜日
　　　　午前９時３０分～
◆対象　０歳から３歳のお子さんと保護者

【お問い合わせ先】
児童センターめちゃいるど館
　　　ＴＥＬ　７４－５１５１

３月の行事予定

◆ひな祭り　　　  　　　２日（金）午後３時
◆なわとび週間　５日（月）～９日（金）
　　　　　　　　　　　　　　　　　午後３時
◆１年間がんばった会　２３日（金）午後３時
◆ビデオランド　　　　２８日（水）午後１時
３月（土日祝日を除く）は、コマとけん玉月間
です。頑張りましょう。

めちゃいるど館だより
子どもたちの憩いの広場

※小学生の下校により、時間が変更する場合が
　あります。
※春休みの開館時間は８時３０分からです。

●締め切り　１次募集　２月２８日（水）まで
　　　　　　２次募集　３月１５日（木）まで
※２次募集については、１次募集の入居決定状況、入居者の移動等により変更が生じます。
　ご希望の方は、随時お問い合わせください。


