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報情 6月のお知らせ

敷地および家屋の所有者（貸主）の同
意を得た方
対象となる融資施設／ロードヒーティ
ング、融雪槽（機）
融資限度額／ 100万円以内（申請額が
予算枠に達したときは、その時点で終
了します。）　融資金利／無利子　
償還期間／ 5年以内　　　　　
償還方法／元金均等月賦償還
申込期間／ 10月31日まで
工事完了期限／ 11月30日
※申込用紙や保証措置などの詳細は、
係までお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ／土木管理課管
理係（内線379）

　母子家庭の自立支援のため、道の委
託により平成17年度にオープンした
「むつみ会ひとり親等自立支援セン
ター」による無料弁護士相談会が開催
されます。　　　　
日時／ 6月24日 13時30分～ 15時30分
（1人30分の相談です。定員は4人で、
申し込みの先着順で受け付けます。）
場所／網走セントラルホテル
対象／母子家庭の方（離婚前の方も相
談をお受けします。）
申し込み・問い合わせ／社会福祉法人
むつみ会ひとり親等自立支援センター
（☎0157-23-4195）
（申し込みは日曜・祭日以外の８時30
分～18時に電話でお願いします。）

　6月10日、11日に開催する「オホー
ツクあばしりツーデーマーチ」の参加
者を募集中です。全国から集まる
ウォーカーたちとの交流を楽しみなが
ら歩くイベントに参加しませんか。
コース／ 1日目＝4コース（35㎞、20㎞、
13㎞、5㎞)、2日目＝4コース（30㎞、
20㎞、15㎞、5㎞）
参加費／網走市民の参加は500円（1日
参加・2日間参加のどちらも同額）
募集期限／ 6月9日まで（当日受け付
けもできます。）
申し込み・問い合わせ／観光課内オ
ホーツクツーデーマーチ実行委員会事
務局（内線243）

　社会福祉協議会では、「みんなでふ
れあう支えあう住みよい街づくり」を
スローガンに、地域にあるさまざまな
問題や課題の解決を皆さんと協働で進
めていきたいと考えています。地域を
基盤とした活動を進めていくため、社
会福祉協議会の情報や技術を皆さんに
提供し役立ててもらおうと、20種類の
メニューの中から地域の要望に応じた
講師を派遣する「出前講座」を行って
いますので、お気軽にご利用ください。
申込方法／市民活動センター内社会福
祉協議会・市役所案内に備え付けの申
込用紙に必要事項を記入の上、開催希
望日の2週間前までにお申し込みくだ
さい。メニュー以外の内容にも可能な
限り対応します。
　また、社会福祉協議会のホームペー
ジ（h t t p : / / www6 . o c n . n e . j p /
̃oconcolo/）でも紹介していますので
ご覧ください。
申し込み・問い合わせ／網走市市民活
動センター内網走市社会福祉協議会地
域福祉係（☎61-4822）

　狩猟は、絶滅の恐れのない鳥獣だけ
を対象に、一定のルールを守って捕獲
する仕組みになっています。
　野生鳥獣の中には農林水産業や人畜
への被害をもたらす動物もあり、猟友
会は狩猟期間以外は有害鳥獣捕獲とい

う形で、農林水産業の方々や一般市民
の生活環境を守るための社会貢献に協
力しています。
　つきましては、狩猟免許の取得を目
指す方を対象に講習会を開催しますの
で、希望される方は6月19日までにお
申し込みください。
日時／ 6月26日 9時～ 17時
場所／呼人コミュニティセンター
受講料／①第1種・第2種＝7,500円
②網・わな＝5,000円
※①・②を同時に受講する場合は
10,000円となります。
申し込み／社団法人北海道猟友会網走
支部　●佐藤 翼 ☎・48-2743　●末
澤 勉 ☎・46-2291

　狩猟免許の取得を希望される方は、
予備講習受講前にオホーツク総合振
興局環境生活課に狩猟免許申請書を
提出してください。試験は7月3日に
実施します。申込期間は5月24日か
ら6月24日です。

　市では、融雪施設を設置しようとす
る方に設置に必要な資金を融資します。
対象／次の①～③のいずれかに該当し
市税等を滞納されていない方
①自らの土地および住宅を所有し、居
住用のため融雪施設を設置しようとす
る方　②賃貸住宅、共同住宅等および
その敷地の所有者で、入居者のために
融雪施設を設置しようとする方　③賃
貸住宅、共同住宅等の入居者で、その

ツーデーマーチ開催

市 有 地 を 公 売 し ま す
公売方式／抽選
申込期間／ 6月1日～ 10日 8時45分～ 17時30分（土日を除きます）
申込方法／ 申込書に必要事項を記入の上、財政課管財係へ提出してください。

申込書・公売要領は、申込期間中、係にて配布しています。
申込資格／ 市町村に公租公課を滞納していない方、および地方自治法施行令

第167条の4の各号に該当していない方
公売日時／ 6月14日 9時30分抽選開始
公売会場／網走市役所本庁舎3階 小会議室
区画
番号 所　　　　在 地目 面　　積 価格（千円）㎡ 坪
１ 潮見5丁目123番32 宅地 300.02 90.8 5,910千円

２ 字潮見266番15 宅地 298.95 90.4 4,932千円

問い合わせ／財政課管財係（内線242・369）

出前講座の開設

狩猟免許試験予備講習の案内

ひとり親の方のための
無料弁護士相談会

融雪施設設置資金の融資
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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。

募 集

リフレッシュ・水中運動教室
泳げなくても大丈
夫！水の力を利用し
た、関節に優しい運
動を始めましょう。
●とき　６月～９月
毎週水曜日（１カ月
４回） ▼ 午前10時
30分～11時30分　●ところ　網走市
民プール　●定員　20名（６名以上
で実施）　●対象　20歳以上の市民
●参加料　１カ月　2,000円（プール
入館料別途）　●持ち物　水着、スイ
ムキャップ、バスタオル、飲料水　●締
め切り　６月25日（土）　●主催　網
走水泳協会　●申し込み・問い合わせ
網走水泳協会　米村さん　☎43-1184
※お詫び　広報５月号にて、時間が午
前10時～11時30分と掲載されていま 
した。関係者の皆様にご迷惑をおかけ
したことをお詫びいたします。

ヨガサークル「シャンティ」
体が硬くても大丈夫！幅広い年齢層で
活動しています。無料体験実施中！
●とき　毎週金曜日 ▼午後７時～８
時30分　●ところ　エコーセンター
2000 ▼２階交流室Ａ・Ｂ  ●会費  月
2,500円　●問い合わせ　中村さん
☎090-8427-3670

100人の男声
による合同演
奏をお楽しみ
ください。

●とき　６月25日（土） ▼午後６時（開
場　午後５時30分）●ところ　網走
市民会館大ホール　●入場料　500円
（中学生以下無料）※演奏会場への
乳幼児のご同伴はご遠慮ください。
●出演団体　釧路男声合唱団、男声合
唱団コール・ブリューデル（帯広）、北
見男声合唱団、男声合唱団美幌グリー、
男声合唱団網走ドライボーンズ　
●曲目　「川の流れのように」ほか　
●主催　第13回男声合唱の夕べ実行
委員会　●主管　男声合唱団網走ドラ
イボーンズ　●後援　網走市、網走市
教育委員会、網走市文化連盟、網走合
唱連盟、北海道新聞網走支局、網走タ
イムズ社、経済の伝書鳩　●問い合わ
せ　第13回男声合唱の夕べ実行委員
会　増永さん　携帯090-8279-1839

̶シリーズ・・・社会教育委員の目̶
⑨知っていますか？社会教育委員
３月の東北地方太平洋沖地震の時に被
災者の避難場所になったのは、学校の
他、主に公民館などのコミュニティ施
設だったことは記憶に新しいと思いま
す。公民館は終戦後の混乱の中で国
の再建の活路を開くための原動力とし
て構想、着手されたものでした。親兄
弟、家、仕事など全てを無くし、今ま
でただ従ってきた政策も否定された中
で国民は精神的よりどころも失い途方
にくれた時代に、国を憂う人たちや政
府関係者によって考えられたのが、国
民一人一人が高い教養と正しい判断力
を持つべきであり、そのためには、そ
れぞれの郷土を再建させるという自主
的自発的活動が主体になること、その
活動拠点は都会に集中させるのではな
く各町村に置くこと、そこでは図書館、
博物館、娯楽機能等住民が自由に楽
しんだり学んだりでき、講習会なども
できるような施設であること、またそ
の運営も住民主体で行なうようにと考
えられました。公民館は国を復興する
ために、みごとにその力を発揮したの
です。（資料：公民館図説）
 網走市社会教育委員　Ｎさん

イ ベ ン ト

「合唱団あばしり」
年齢層の広い
混声合唱団で、
私達と一緒に
歌ってみませ
んか？初心者
も大歓迎です。
●とき　毎週火曜日 ▼午後７時～ 
９時　●ところ　網走聖ペテロ教会
（南７条東３）　●指導　谷 篤さん 
（東京芸術大学非常勤講師：月１回エ
コーセンター2000 ▼１階音楽練習室
にてレッスン）、河野和久子さん（伴奏
者兼任）　●会費　月額2,500円（中
高生 500円/大学生 1,000円）　●申
し込み・問い合わせ　岩尾 弘敏さん
携帯090-3893-1905・☎44-9608

ミニバレー「チャッピー」
運動不足、ストレス解消に幼児・小学
生の母親が集まって楽しくプレーして
います。初心者も見学も大歓迎です。 
●とき・ところ　火曜日：ソレイユ
金曜日：潮見コミュニティーセンター

▼午前９時40分～正午　●使用料 
１回につき　夏：200円、冬：300円
●問い合わせ　山地さん　☎43-4389

朗読サークル「声の教室」
日常無意識に身についてしまった体の
緊張をときほぐし、自分が本来持って
いる豊かな声を探しませんか。
●例会日　金曜日：６月24日、7月22日、
８月19日、９月16日、10月14日 ▼午後
７時～８時　●ところ　エコーセン
ター2000 ▼３階視聴覚室
●内容　豊かな声を目指す呼吸、発
声、読み方の実践。ロビーコンサート、
図書館催事等に出演しています。
●問い合わせ　橋本さん　☎43-2133

グレースチャペル
第４回チャペルコンサート

チェロの奥深い音色の演奏をお楽しみ
ください。
●とき　６月18日（土） ▼午後６時30
分（開場　午後６時）　
●ところ　グレースチャペル（呼人
418-12）　●入場料　無料　●演奏者
スーザンポインター宣教師（札幌平和
の福音キリスト教会所属）　●曲目　
アメイジンググレイスほか　●問い合
わせ　グレースチャペル　☎48-2205

第13回　男声合唱の夕べ
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