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報情 9月のお知らせ

　国民の社会生活の実態を明らかにし
て「より良い暮らしと社会」を得るた
めに総務省が、無作為に選ばれた地域
にお住まいの世帯について、日々の仕
事や学業、家事などに費やす時間や過
去1年間の自由時間に行った活動につ
いて調査する「社会生活基本調査」を
行います。選ばれた世帯へは、調査員
がお伺いしますのでご理解をお願いい
たします。
問い合わせ／社会生活基本調査　コー
ルセンター　☎0570-08-1020
（ナビダイヤル　☎03-4334-1020）

日時／10月9日　9時～
（受付8時30分～）
会場／レイクサイドパーク・のとろ
パークゴルフ場（能取港町）
参加対象／満18歳以上の網走市民
参加料／無料（プレー代は各自負担）
申込期限／ 9月5日～ 9月25日
※定員になり次第締め切ります。
申し込み・問い合わせ／網走市少年婦
人防火委員会事務局　☎43-9417

　消防署では、住宅用火災警報器や消
火器を販売したり、斡旋をすることは
ありませんので十分注意してください。
問い合わせ／網走消防署予防調査係
☎43-9417

　平成23年8月24日～平成23年12月20
日までの間、こまば木のひろば内（駒

場北4丁目　E地区）で、がけ崩れ防
止のための工事を行います。工事車両
の出入りに伴い、遊歩道の一部が迂回、
もしくは通行禁止となる時期がありま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
通行禁止期間などは、その都度工事看
板などでお知らせします。
問い合わせ／オホーツク総合振興局産
業振興部林務課治山係　☎41－0649

　母子家庭の自立支援のため、道の委
託により、平成17年にオープンしたむ
つみ会ひとり親等自立支援センターに
よる無料就労セミナーが開催されます。
日時／ 9月13日　
13時30分～ 15時30分
場所／エコーセンター 3階　学習室C
対象／母子・寡婦・父子家庭の方
内容／履歴書や職務経歴書の書き方、
面接の仕方などのアドバイス
申込期限／ 9月9日まで
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（※）

日時／ 9月16日　13時～ 16時
場所／㈲コスモランド
対象／母子・寡婦・父子家庭の方
申込期限／ 9月14日まで
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（※）

※上記2講座の申し込みは日曜・祭日
以外の8時30分～ 18時に電話でご連絡
ください。

　職場のトップ、管理監督者、産業保
健スタッフ、労働者がそれぞれの立場
において健康の維持、増進に取り組み、
労働者の心の健康が確保された職場を
実現していくことの重要性が高まって
いることから、
「見逃すな　心と体のＳＯＳ　みんな
でつくる健康職場」
をスローガンに9月1日から9月30日ま
でを準備期間、10月1日から10月7日ま
でを本週間として、労働衛生週間を実
施します。
　この機会にそれぞれの職場において、
労働衛生意識の高揚を図りましょう。
問い合わせ／北見労働基準監督署（安
全衛生課）　☎0157-23-7406

　次の国有地、道有地を売却しますの
で、購入を希望する方、興味のある方
はお問い合わせください。

●国有地＝網走市大曲2丁目79番2
（1,183㎡）
問い合わせ／北海道厚生局総務課会計
係　☎011-709-2311（内線3975・3952）

●道有地＝網走市北9条西4丁目3番2、
北10条西4丁目6番3
（宅地・273.26㎡）
※10月上旬に入札を予定しています。
（9月上旬に告示予定）
問い合わせ／北海道出納局集中業務室
財産管理課財産運用グループ
☎011-204-5056

防火パークゴルフ大会

悪質な訪問販売には十分注意を

こまば木のひろば内治山工事のお知らせ

ひとり親の方のための就労支援センター

無料パソコン初心者講習のお知らせ

国有地・道有地売買のお知らせ
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第5回 フラワーガーデン「はな・てんと」写真コンテスト作品募集
テーマ／「はな・てんと」に関するものなら自由。
サ イズ／フィルム写真の場合は四つ切りサイズ。デジカメ
作品の場合は、四つ切りサイズかA4サイズの印刷でも可。
カラー・白黒は問いません。

応  募点数／ 1人2作品まで（組写真は不可）。ただし自作未
発表のものに限ります。

応 募方法／応募票に題名･住所･氏名･電話番号を記載し応
募してください。なお、作品は返却しません。

募集期限／ 11月1日（火）
賞　　品／最優秀賞1点（賞状、賞金2万円および副賞）
　　　　　優秀賞2点（賞状、賞金1万円および副賞）
　　　　　佳作3点（賞状、賞金5千円および副賞）
著 作権等／入賞作品6点の使用･著作権は主催者に帰属し、
観光パンフレットなどに使用することがあります。入賞
作品の原板（ネガ･ポジ、デジタルカメラの電子データ）
は入賞通知後に提出していただき、複製後に返却します。

申込・問合先／〒093-8555　網走市南6条東4丁目 網走市役所観光課内
　　　　　　　フラワーガーデン｢はな･てんと｣運営協議会事務局　℡44-6111（内線243・303）

社会生活基本調査を行います 平成23年度全国労働衛生週間の実施
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イ ベ ン ト

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
第４回 
網走ジャズフェスティバル♪
まちおこしコンサート第4弾！懐かし 
い日本の歌とジャズのコラボです！
●とき　９月１日
（木） ▼午後６時30
分（開場　午後６時）
●ところ　エコーセ
ンター 2000 ▼ エコ 
ーホール
●入場料　前売り
1,500円（当日2,000円）　●出演　井上
ゆかり氏（ピアノ）、加藤真一氏（ベー
ス）、正木まどか氏（ヴォ―カル）、
百香氏（ヴァイオリン＆ヴォーカル）
●曲目　「ふるさと」、「ムーンリバー」
ほか　●チケット取扱所　エコーセン
ター2000、共同インフォメーション 
●問い合わせ　アラシックス会＆共同
インフォメーション　☎48-2775

第44回網走市母親大会
「世界の核汚染と福島」

劣化ウラン弾、イラク戦争など世界の
核汚染を多く取材してきたジャーナリ
ストの目で福島を語ってもらいます。
●とき　９月16日（金） ▼午後６時
30分（開場 ６時）　●ところ　エコ 
ーセンター 2000 ▼２階大会議室（託
児あり）　●講師　森住　卓氏（フォ
トジャーナリスト）　●入場料　
1,000円（中高生無料）　●チケット
取扱所　エコーセンター、新婦人事
務所　●主催　網走市母親大会実行
委員会　●問い合わせ　新婦人事務
所（南８条東５丁目太田アパート内）
☎43-6744

精神保健講演会　
「不安障害の臨床」～不安で学校に行け
ない子どもたち、職場にいけない大人たち～

網走地方精神保健協会では、講演会を
開催します。一般の方のための講演会
ですのでどなたでも参加できます。
●とき　９月20日（火） ▼午後６時
30分～８時30分　●ところ　エコー
センター2000 ▼２階大会議室　●講師
朝倉 聡先生（北海道大学 大学院医学
研究科 准教授）　●入場料　無料　
●主催　網走地方精神保健協会
●問い合わせ　網走地方精神保健協会
事務局 網走保健所 子ども保健推進課
内　☎41-0698

市民映画鑑賞会
「信さん・炭坑町のセレナーデ」

福岡の炭坑町を
舞台に昭和30年
代をリアルに再
現。その中にあ
る初恋、友情、
家族愛といった人間の絆を描いた骨
太なヒューマンドラマです。
●とき　９月24日（土） ▼①午後３
時～４時48分（開場 午後２時30分）
②午後６時～７時48分（開場 午後５
時30分）　●ところ　エコーセンター
2000 ▼エコーホール　●キャスト　
小雪、大竹しのぶ他　●入場料　500
円（全席自由）　●チケット取扱場所
まちプラ、エコーセンター 2000　
●主催　シネマ倶楽部あばしり　
●問い合わせ　シネマ倶楽部あばし
り　井上さん　☎090-8429-3905

網走第一中学校吹奏楽部
第19回定期演奏会
日頃のお世話になっている
皆様への活動報告として
演奏会を開催します。
●とき　10月２日（日） ▼午後２時
（開場 午後1時30分）　●ところ　網
走市民会館大ホール　●入場料　300
円（小学生以下無料）　●問い合わせ
網走第一中学校　☎43-4358

日本詩吟院岳風会 網走支部
第26回吟詠大会
●とき　９月25日（日） ▼午後０時
30分～３時30分　●ところ　エコー
センター 2000 ▼エコーホール
●内容　詩舞吟、構成吟など　●入場
料　無料　●問い合わせ　芳浪さん
☎43-1453

産後のボディケア＆
 フィットネス教室
産後の女性に必要
な心と体のケアを
お伝えします。

●とき　毎週金曜日 ▼午前10時～正
午 ▼【９月コース】２・９・16、22
日（木） 【10月コース】７・14・21・
28日 【11月コース】４・11・18・25
日　●ところ　北コミュニティーセン
ター（保健センター斜め向かい）
●対象　産後２ヶ月以上の女性（産後
１か月検診を終えていれば参加ＯＫ。
生後210日以内の赤ちゃんはご一緒に
参加いただけます）　●受講費　8,000
円（全４回）　●持ち物　汗拭きタオ
ル、飲み物　●問い合わせ　永野間さ
ん（NPO法人マドレボニータ産後セル
フケアインストラクター）
k.naganoma1224@gmail.com 
☎090-7051-7541

ソフトエアロビ＆
 スモールボールJOY

40歳以上の中高年対象の
サークルです。アクティブ
な60歳の方も大歓迎！
まずは体験に来て見ませんか！
●とき　毎週火曜日 ▼午後１時～３
時　●ところ　エコーセンター2000

▼ １階音楽練習室　●会費　月
2,000円　●講師　吉村 夕夏さん　
●持ち物　ヨガマットまたはバスタオ
ル、汗拭きタオル、運動靴、飲料水
●問い合わせ　事務局　藤田さん　
☎44-7432
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