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報情 2月のお知らせ

ている「返還要求署名簿」へのご署名
をお願いします。
問い合わせ／総務課庶務係（内線266）

　京都大学在学中に桂三枝に弟子入り
し、現在はコミュニケーションプロ
デューサーとして活躍されている夏川
立也氏から、明日から使える上手な会
話術の秘訣を伝授していただきます。
日時／2月18日　10時～（9時30分から
受付）　場所／市民会館大ホール
対象／網走市民　参加費／無料
※当日は整理券が必要となりますので、
下記連絡先までお申込みください。
申込期限／2月10日まで　
主催／網走地域タウンミーティング運
営委員会
共催／●網走市　●地域包括支援セン
ターふぁみりあ
申し込み・問い合わせ
●介護福祉課高齢者福祉係
（内線288・411）FAX 45-0111
●地域包括支援センターふぁみりあ
☎45-1669　

日時／ 2月18日　13時30分
場所／エコーセンター　大会議室
テーマ／ＴＰＰが地域にもたらす影響、
売れる農産加工品　参加費／無料
※地域で作られた農産加工品や料理の
試食会も行います。どなたでも参加で
きますのでお気軽にお越しください。
問い合わせ／農政課農業振興係
（内線246）

　消火栓は消火活動には欠かすことの
できない施設で、火災発生時に、消火
に必要な水を消防隊に供給するもので
す。「消火栓」は角地または空地など
に設置されており、その位置を示すた
め、標識を掲げてあります。
　消防署では、定期的に調査や点検・
整備を行い、消火活動ができる体制を
整えていますが、火災発生時に「消火
栓」付近に違法な駐車車両があると、
消火活動の妨げとなってしまいます。
　また、冬期間においては、計画的に
除雪を実施しているところであります
が、「消火栓」周辺に排雪がなされる
と消火活動に支障を来すこととなりま
す。そうならない為にも、皆さんのご
理解とご協力をお願いいたします。
問い合わせ／網走消防署警防課　
☎43-9416

　法務局では、登記・供託・戸籍・人
権擁護事務などの業務に関する相談と
して、遺言、相続、登記手続、いじめ
や児童虐待などの人権に関する困りご
と、心配ごとなどのご相談をお受けす
る「全国一斉！法務局休日相談所」を
開設しますので、ご利用ください。相
談は無料で秘密は守られます。
日時／2月12日　10時～ 16時
場所／釧路地方法務局北見支局（北見
市高砂町14-14）
問い合わせ／釧路地方法務局北見支局
☎0157-23-6166

国民年金保険料の割引制度

　保険料を1年前納（4月～翌年3月分）、
または6カ月前納（4月～ 9月分・10月
～翌年3月分）にすることにより、保
険料が割引されます。
 平成23年度の例（1年分）

現金・
クレジットカード

月々 180,240円
前納6カ月分 178,780円
前納1年分 177,040円

口座振替
月 （々早割※） 179,640円
前納6カ月分 178,200円
前納1年分 176,460円

※「早割」は、通常翌月末に引き落と
される保険料を当月末に引き落とすこ
とで、月額50円が割引される制度です。
このほか、納付書を使用して申込月か
ら年度末までの分の前納もできます。
引落日・納付期限／1年前納＝4月末日
6カ月前納＝4月末日および10月末日
申込期限／平成24年度分の1年前納お
よび上期6カ月前納（4～ 9月分）は2月
末まで、下期6カ月前納（10月～翌年3月）
は8月末までにお申し込みください。
申込方法
●口座振替の場合＝各金融機関・年金
事務所で受け付けています。基礎年金
番号がわかるもの、預貯金通帳、届出
印をご用意の上、手続きをしてください。
●クレジットカードの場合＝年金事務
所で受け付けています。基礎年金番号
がわかるもの、クレジットカードをご
用意の上、手続きをしてください。既
に前納を選択されている場合再度申し
込みは不要ですが、変更があれば届出
が必要になります。
問い合わせ／北見年金事務所　
☎0157-25-9635

　一日も早い北方領土の返還が実現す
ることを強く期待し、1月21日から2月
20日までを北方領土の日特別啓発期間
として、領土返還要求運動のより一層
の推進を図ることとしています。
　ぜひ北方領土問題についてご理解い
ただき、市役所1階ピロティに設置し

地域タウンミーティング広域研修会

講座・お知らせ

2月7日は北方領土の日

第34回網走市農業大学講座

法務局休日相談所

消火栓付近の駐車・排雪の禁止

宝くじ助成で発電機などを整備
　浦士別栄自治会では、宝くじの助成金により防災
備品を整備しました。
　この事業は、財団法人自治総合センターが宝くじ
の受託事業収入を財源として、「一定地域の住民が当
該地域を災害から守るために自主的に結成された自
主防災組織等が行う災害の被害防止活動および軽減
活動に直接資するものの整備」に対して助成を行い、
地域社会の健全な発展を図るとともに宝くじの社会
貢献広報事業を目的として行なわれているものです。

整備備品／●インバーター発電機（1台）　●伸縮式テント（2張）　●ハロゲン
ライト（床スタンド仕様、三脚仕様各2台）　●2連式ハシゴ（2台）
●脚立（2台）　●コードドラム（2台）　●ハンド型メガフォン（1台）
●非常用ラジオ（3台）　●備品収納用ガレージ（1棟）　
●ワンタッチ腕章（5個）　●救急セット（1式）
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　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

２月の休館日　６日（月）、13日（月）、
20日（月）、27日（月）
【無料開館日】
２月10日（金）・11日（土・祝）

エコーだより

みんな
の元気！

市民の「元気な活動」の
情報を掲載しています。

　12：30　登山口帰着
　13：00　入浴・昼食（豚汁提供）
　14：30　出発
　15：00　体育館到着・解散
●集合場所　網走市総合体育館　
●ところ　大空町東藻琴山園登山口～
藻琴山スキー場跡付近　●対象　小学
４年生以上の方 ▼小学生の参加には
保護者の同伴必要 ▼中高校生のみで
の参加には保護者の同意書必要　●定
員　40人 ▼定員になり次第締め切り
ます。　●参加料　一般1,000円、高
校生以下 500円（バス代、保険料、入
浴料含む）　●持ち物　歩くスキー用
具、スキー登山に適した服装、リュッ
ク等、着替え、タオル、入浴に必要な
物等 ▼歩くスキー用具の貸出ありま
す。（無料） ▼昼食に温かい豚汁を提
供しますので必要に応じておにぎりな
どを持参願います。　●用具貸出　３
月３日（土）午前10時～午後３時 ▼網
走市総合体育館　●申込期間　１月
31日（火）～２月29日（水）　●申込方
法　参加料を添えて直接総合体育館
にお申し込みください。

募  集

イベント

産後のボディケア＆フィットネス教室

●とき　毎週金曜日 ▼午前10時～正
午※１カ月間全４回で卒業 ▼

［１月コース］13、20、27、２月３日 
［２月コース］10、16（木）、24、３月
２日　[３月コース]９、16、23、30
●ところ　北コミュニティーセンター
●対象　産後１カ月健診を終えた方か
ら産後数年の子育て中の方まで ※生
後210日以内の赤ちゃんは一緒に参加
できます。　●申し込み　名前・電話
番号・出産日・赤ちゃん同伴の有無を
記入のうえメールにてお申し込みくだ
さい。●問い合わせ　永野間さん　
Mail：k.naganoma1224@gmail.com

●とき　３月９日（金） ▼午前８時受
付 ▼午前８時30分開会式　●ところ
すぱーく網走（駒場南1丁目17）　　
●参加資格　網走市民　●参加料 
200円（スポーツ保険料含む） ▼受付
時にチーム毎一括納入 ▼申し込み後
の人数変更はできません。　●チーム
構成　監督は専任として競技者を兼ね
ない。ただし、置かなくてもよい。競
技者は６名以内とし、うち１名を主将
とする。　●持ち物　スティック、ゼッ
ケン、監督腕章、主将腕章　●競技方
法　リーグ戦。１チーム３～４試合行 
う（参加チーム数により試合数が変り
ます）　●審判員　各チームの相互審
判制とする。審判腕章か記章を持参す
ること。　●表彰　優勝・準優勝・
３位、パーフェクト賞・参加賞（参加者
全員）　●申し込み・問い合わせ　２
月26日（日）までに申込書により、すぱ 
ーく網走（☎43-3140）へお申し込み
ください。

第６回すぱーく網走杯
ゲートボール大会

博物館網走監獄　入館料特別割引

博物館網走監獄ではオホーツク流氷ま
つりに協賛し入館料特別割引を行ない
ます。
●とき　２月10日（金）～ 12日（日）
●入館料　大人：1,050円を520円
　高校・大学生：730円を360円
　小中学生：520円を無料
　70歳以上：520円を360円
●対象　網走市民　●問い合わせ　
博物館網走監獄　☎45-2411

ＤＶ＆家族とこども相談所 トーキングプ
レイス主催　デートＤＶ公開講座
～大切な人を被害者にも加害者にもしな
いためにできること～

●とき　２月21日（火） ▼午後６時
30分　●ところ　北コミュニティー
センター ▼２Ｆ会議室１　●参加料
各3,500円　●講師　ＮＰＯ法人レジ
リエンス「デートＤＶ研修」修了者で 
す。※同内容で北見市でも開催します。
（日曜日）　●問い合わせ　社会福祉
士　山田さん　☎ 080-6084-1919 

正午　●ところ　北方民族博物館　
●講師　山田祥子（当館学芸員）、常呂
少年自然の家社会教育主事　●保険料
100円　●定員　30人　●対象　小
学生～一般　●持ち物　暖かい服装、
タオル、着替え　●内容　雪上かん
じき体験（雪山のぼり、宝探し）ほ
か

mail dvtp@ezweb.ne.jp
HP http://www.dvtp.net/

エコーだより「みんなの元気!」では、市民の
みなさんからの様々な社会教育活動をお知らせ
しています。
掲載してほしい情報の原稿締切日は
３月号は１月31日（火）
４月号は２月29日（水）です。
エコーセンター2000内
社会教育課生涯学習係　☎43－3705

「ミニチュアでみる世界の台所事情」

●とき　２月４日（土）～４月８日（日）
●ところ　北方民族博物館 ▼特別展
示室　●観覧料　無料

講話とギャラリートーク
●とき　２月４日（土） ▼午後１時30
分～３時　●ところ　北方民族博
物館 ▼講堂　●解説　宮崎 玲子氏
（民族建築家）　●参加料　無料
※道民カレッジ連携講座　

親子講習会 「雪あそび」

●とき　２月18日（土） ▼午前10時～

アイヌ文化講習会　「アイヌの伝統
料理：ユクオハウ（シカ汁）ほか」

●とき　２月25日（土） ▼午前10時～
午後1時30分　●ところ　北方民族博
物館 ▼講堂　●講師　床みどり氏（ア
イヌ文化伝承者）　●保険料　100円
●定員　25人　●持ち物　エプロン、
三角巾、タオル　※道民カレッジ連携
講座
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