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　網走市では成人式を次のとおり行い
ます。当日はお気軽にご参加ください。
日時／ 1月8日　13時～ 14時30分
場所／エコーセンター 2000
内容／記念式典、交流会
対象／平成3年4月2日から平成4年4月1
日までに生まれた方
案内状／網走市に在住し、住民基本台
帳に登録されている方には12月下旬に
案内状を発送します。住民登録を市外
に移された方は当日会場で受け付けま
す。また、12月7日までにご連絡をい
ただいた方には案内状を送付します。
※荒天時については、当日の10時から
お問い合わせください。荒天時であっ
ても幹線道路が除雪され路線バスが定
時運行されている場合は予定どおり開
催します。ただし路線バスの運行状況
や降雪状況によっては開始時刻を変更
する場合もありますので、当日の10時
以降にお問い合わせください。
【荒天時の判断時間（復旧は除雪され
た幹線道路のことです）】
①10時時点★復旧が間に合う場合、式
典の開始は予定どおり13時です。復旧
が遅れる場合、式典の開始を15時に変
更します。
②11時30分時点
★復旧がさらに遅れる場合、式典の開
始を17時に変更します。
③13時時点
★復旧めどが立たない場合、式典を翌
日の13時に変更します。
その他詳しいことは下記までお問い合
わせください。
問い合わせ／社会教育課生涯学習係
☎43-3705

　網走市では、平成19年度から「都市
再生整備計画」による交付金を活用し
て、「網走川周辺地区」で、市民と観
光客の交流エリアの創造を目的にさま
ざまな事業に取組んできましたが、こ
のたび、事業の事後評価原案を公表し、
意見を募集します。
　事後評価原案は、市ホームページと

企画調整課企画係窓口でご覧いただけ
ます。
意見募集期間／ 12月1日～ 14日
問い合わせ／企画調整課企画係（内線
351）

　平成24年の新年を迎えるにあたり、
新年交礼会を開催します。
　当日、配布予定の参加者名簿へ、氏
名・団体・サークル名などの掲載を希
望される方は、お電話にてお申し込み
ください。（申し込みは12月22日まで）
日時／ 1月5日　11時～
場所／網走セントラルホテル
会費／ 1,000円（当日会場で承ります）
問い合わせ／総務課秘書係（内線214）

　消火栓は、消火に必要な水を消防隊
に供給する消火活動に欠かせない施設
で、その機能を十分に発揮できるよう、
市民生活や交通事情に支障のない、角
地や空き地などに設置されており、位
置を示す標識も掲げられています。
　消防署では消火栓を定期的に調査・
点検・整備し、迅速な消火活動ができ
る体制を整えておりますが、付近に違
法に駐車している車両があると、消火
活動に支障を来たします。

　また冬期間は計画的に消火栓付近の
除雪も行っていますが、ここに排雪す
ることも消火活動への支障になります。
　消火活動は常に一分一秒を争う時間
とのたたかいですので、皆さんのご協
力をお願いします。
問い合わせ／網走消防署警防課警防係 
☎43-9415

●12月31日～ 1月5日／市役所（本庁
舎・西庁舎）、保健センター、総合福
祉センター、市立保育園、児童館、子
育て支援センター、子ども発達支援セ
ンター、勤労青少年ホーム、勤労者総
合福祉センター、川と湖の学習館(水
産科学センター )、オホーツク・文化
交流センター、市民会館、女性セン
ター、郷土博物館、美術館、総合体育
館、オホーツクドーム、すぱーく網走、
市民活動センター、消費者相談室、
●12月29日～ 1月6日／食品加工体験
センターみんぐる
●12月30日～ 1月5日／各コミュニティ
センター、各住民センター、図書館
※予定される行事などによって休館日
が変更になる場合があります。詳しく
は各センターにお問い合わせください。
問い合わせ／職員課職員係（内線326）

報情
平成24年成人式のお知らせ

消火栓付近の駐車・排雪の禁止

平成24年市民新年交礼会

都市再生整備計画の
事後評価原案の意見募集

市の施設～年末年始の仕事休み

網走市の水道水の放射性物質検査結果をお知らせします
　網走市では、水道水の安全確認のため、5月10日に桂町浄水場にて水質
検査を実施し、放射能汚染に対する安全性を確認しておりますが、再度
原発事故発生から半年経過後に、第1,3水源地、第2水源地にて採水した水
道水（原水）の放射性物質の検査を実施しました。
　検査結果は下表のとおりで、放射性物質は検出されませんでした。
●第1、3水源地
採水日 検査項目（記号） 検査結果 ※ 国の指標

9月13日
放射性ヨウ素  （131I ） 不検出 300Bq/kg
放射性セシウム（134Cs） 不検出 200Bq/kg放射性セシウム（137Cs） 不検出

●第2水源地
採水日 検査項目（記号） 検査結果 ※ 国の指標

9月13日
放射性ヨウ素  （131I ） 不検出 300Bq/kg
放射性セシウム（134Cs） 不検出 200Bq/kg放射性セシウム（137Cs） 不検出

※ 不検出」とは放射能物質を測定する装置の測定可能な最低濃度【0.4Bq/kg】
を下回ったことを表しています。
　検査結果から、現在の網走市の水道水の放射性物質濃度に問題はあり
ません。今後、北海道オホーツク総合振興局等が測定している大気中の
放射線量の変化を注視し、状況に変化があった場合は再度検査を行うな
ど、安全な水道水の供給に努めてまいります。
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エコーだより

まちの
元気！

社会教育各施設からの
情報です。

バスケットボールライン張替えのため、
第１体育室（アリーナ）の利用を下記の
期間休止します。
●期間　平成23年12月19日（月）～
12月26日（月）

網走市総合体育館 第１体育室（ア
リーナ）臨時休止のお知らせ

女性☆こころのケア講座（全12回）
ＤＶサポート　トーキングプレイス

途中回からの参加・スポット参加 
ＯＫ。昼・夜の開催です。
●とき・内容　昼：午後1時  夜：午後
６時　⑤12月６日（火）「トラウマに
対応する方法」 ⑥12月20日（火）「喪
失・グリーフ・深い悲しみ」　●とこ 
ろ　北コミュニティセンター ▼２Ｆ
和室４　●定員　各10人程度　●参
加料　各2,100円　●問い合わせ　社
会福祉士　山田さん ☎080-6084-1919
mail dvtp@ezweb.ne.jp
HP http://www.dvtp.net/

　  　総合体育館から
Tel 43－3647　Fax 43－3550

12月の休館日　12月５日（月）、12
日（月）、19日（月）、26日（月）、
31日（土） ～１月５日（木）

▼年末年始休館

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。

エコーだより「みんなの元気!」では、
市民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。募集記事な
ど掲載してほしい情報をおよせください。
　　　　原稿締切日は
１月号は11月30日（水）
２月号は12月30日（金）です。
エコーセンター2000内社会教育課
　生涯学習係　☎４３－３７０５

１月のスポーツ教室
1冬休みスケート教室
 ◇とき　平成24年
　１月10日（火）、11日
　（水）、12日（木）、13日
　（金）計４回
　 ▼午前10時～正午　
 ◇ところ　網走市営スケート場
2冬休みスキー教室
 ◇とき　平成24年１月10日(火)、　 
　11日（水）、12日（木）、13日（金）
　計４回 ▼昼の部：午前10時～正午
　夜の部：午後7時～ 8時30分
 ◇ところ 網走レークビュースキー場
3市民スキー教室
 ◇とき　平成24年１月17日（火）、
　　　　　  18日（水）、19日（木）、
　　　　　  20日（金）計4回
　　　　　  ▼午後7時～ 8時30分
　　　　　  ◇ところ　網走レーク
　　　　　　  ビュースキー場

［対 象］1、2小学１～６年生の網
走市民 ▼親子での参加可能　3中学
生以上　［定 員］130名　2昼の部：
30名、夜の部：40名　320名 ▼定員
になり次第締め切り　［参加料］全
教室　1,000円（保険料・教材費）
［内 容］1、2基礎技術の習得および
健康体力づくり　3初心者：基本滑走
からプルークボーゲン、中級者：プルー
クボーゲンからパラレルターンまで　
［募集期間］1、212月13日（火）～
20日（火）　3平成23年12月20日（火）
～平成24年1月10日（火） ▼火～土曜日：
午前９時～午後９時 ▼日曜日・月曜日・

祝日：午前９時～午後４時30分　
［申込方法］参加料を添えて総合体育
館まで（電話での申し込み不可） ▼申
し込み終了後キャンセルした場合、参
加料はお返しできません。㊟冬休み
スキー教室は１人１世帯の申し込みと
させていただきます。

今シーズンより日曜日・祝日の利用時
間を変更します。
●日曜・祝日　午前10時～午後６時
●問い合わせ　㈱オピス　☎61-0880

網走レークビュースキー場リフト
運行時間変更のお知らせ

子どもから大人の方ま
で、ラグビーボールを
使用し、安全で手軽に
ラグビーが楽しめます。
●とき　土曜日：平成24年1月21日・
28日 ▼午前10時～正午　●ところ
すぱーく網走（網走市駒場南1丁目17
運動公園内）●対象　市内に居住して
いる親と子（小学生）※子供さんの送
迎があればお子さんだけで参加可。
●内容　タグラグビーを体験（基本動
作・試合）  ●指導員　北海道ラグビ 
ーフットボール協会公認レフリー（Ｃ
級）　●服装　運動のできる服装、運
動靴、タオル　●参加料　一人300円
（傷害保険料２回分）●申し込み・
問い合わせ　平成24年1月10日（火）
まで※定員になり次第締め切ります。
すぱーく網走　☎43-3140

親子タグラグビー教室 募集

募  集

冬休みに書初めを書こう！
第36回網走こども書初め展作品募集

●会期　２月５日（日）～９日（木）
●会場　網走市立美術館　●出品資格
網走市内に在住する幼児及び小中学
生　●作品規格・応募方法等　冬休
み明けに学校・園に提出。詳細は学
校や園で配付されるチラシをご覧く
ださい。　●問い合わせ　網走市書
道連盟　金子美流 ☎44-5593

韓国語サークル

年齢は幅広く、初心者も経験者も大
歓迎です。まずは見学に来ませんか。
●とき　毎週木曜日 ▼午後８時～10
時　●ところ　エコーセンター2000

▼ 2階会議室　●会費　月2,000円程
度　●問い合わせ　事務局 細川さん
☎ 090-5959-0646

第31回市民クリスマス

●とき　12月17日（土） ▼午後２時
～３時30分　●ところ　エコーセン
ター2000 ▼エコーホール　●入場料
無料　●内容　映画（アニメ）など 
●主催・問い合わせ　キリスト兄弟
団 網走教会　梶原さん　☎43-3522

イベント
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