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　農業委員会等に関する法律に基づき、
毎年1月1日現在の農業委員会委員の選
挙資格を調査し、選挙人名簿の調製を
行いますので、次の要件に該当する方
は1月10日までに、所定の手続きをし
てください。
●市内に住所を有し、年齢が満20歳以
上（3月31日までに満20歳になる方を
含む）で30アール以上の農地につき耕
作の業務を営む方およびその同居の親
族、または同居の親族の配偶者であっ
て、年間耕作従事日数がおおむね60日
以上の方　●30アール以上の農地につ
き、耕作の業務を営む農業生産法人の
組合員、または社員で、年間耕作従事
日数がおおむね60日以上の方
問い合わせ／農業委員会事務局（内線
532）

　福祉センターは、手話や陶芸、カラ
オケなどさまざまな分野で活躍してい
るボランティア団体などの活動の拠点
のほか、リハビリ、お風呂の利用など
日ごろの交流の場としても利用されて
います。そのような皆さんのご協力を
いただき、感謝と交流、市民の福祉セ
ンターの周知や利用促進を目的に福祉
センター感謝祭を開催します。当日は
リサイクルカレンダー市や衣類リサイ
クル市も同時開催しますので、ご家族
ご近所お誘いのうえ、ご来場ください。
日時／ 1月8日　10時～ 15時
場所／網走市総合福祉センター（北11
条東1丁目）　
内容／各団体による発表会（大集会室）、
カレンダーリサイクル市（中集会室）
衣類リサイクル市・陶芸品販売
問い合わせ／網走市社会福祉協議会
☎43-2472

　平成24年の新年を迎えるにあたり、
市民新年交礼会を開催します。多くの
皆さんの参加をお待ちしております。
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（会場にて承ります。）
問い合わせ／総務課秘書係（内線214）

報情
農業委員会選挙人名簿の登載申請を

1月のお知らせ

「経済の国勢調査」です。全国すべての企業・すべての事業所が対象です。
調査票は平成24年1月末日までにお届けします。2月1日以降に提出をお願い
します。
■ この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、調査票に記入して提出する
義務があります。

■ 提出された内容は統計作成の目的以外（税の資料など）には絶対に使用し
ません。

※調査の詳細は下記URLでご覧になるか、「経済センサス」で検索してください。
 http://www.stat.go.jp/data/e-census/campaign/index.htm
 問い合わせ／企画調整課統計調査係（内線310）

福祉センター感謝祭

平成24年市民新年交礼会

　「愛食運動」の輪をより一層広げていくため、「地産地消」「食育」などの活
動を実践していただく『道内の企業や団体（支店・支部を含む）および3人以
上のグループ』を募集します。「愛食応援団」の取り組みは道のホームページ
などで広くご紹介しますので、ぜひご登録ください。
申請先／●申請者の所在地がある総合振興局または振興局
　　　　●申請者の事務所などが複数あり、所在地が2つ以上の総合振興
　　　　　局または振興局をまたがる場合は、道庁農政部
 問い合わせ／北海道農政部食の安全推進局食品政策課（☎011-204-5429）

経済センサス－活動調査 は、暮らしや地域などを
より良くするためにあなたのお店、あなたの会社に
ついてお伺いする大切な調査です。正確な統計を
つくるために調査への回答をよろしくお願いします。

公用車公売のお知らせ
　市では、これまで公用車として使用してき
た車両を一般競争入札で公売します。定めた
最低売却価格以上で、最も高い価格で入札さ
れた方を購入者に決定します。
　入札を希望される方に、公売要領を配布し
ますので、詳しい内容を確認のうえ、お申し
込みください。
●公売車両

　車　 種 登録
年月日 走行距離 車検

有効期間
最低

売却価格

車番：北見33そ9146
車名：トヨタ　クラウン
　　　ﾛｲﾔﾙｻﾙｰﾝ　4WD

平成8年
11月28日 132,678㎞ 平成25年

11月28日 130,000円

●入札参加受付・入札対象車両の公開
　受付・公開日時／ 1月10日～ 1月23日（土・日を除く）
　　　　　　　　　　　8時45分～ 17時30分
　※公売要領等の書類は財政課管財係で配布します。
●入札の日時および場所
　日時／ 1月26日　14時
　場所／市役所3階　第一会議室北側
 ◆問い合わせ／財政課管財係　☎44-6111（内線242・369）

北海道の「食」を応援しませんか？
北のめぐみ愛食応援団を募集しています
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　  北方民族博物館から
Tel 45－3888　Fax 45－3889

１月の休館日　１月１日（日）～３
日（火） ▼年始休館、10日（火）、16
日（月）、23日（月）、30日（月）
●開館時間　午前９時30分～午後
４時30分

■作品解説会
●とき　1月15日（日）午前10時～
11時　●会場　当館展示室内　　
●参加料　観覧料のみかかります。
●解説者　佐々木 砂宗氏

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。

●とき　12月24日（土）～ 1月22日
（日） ▼午前９時～午後５時　●とこ
ろ　網走市立美術館 ▼第2展示室
●観覧料　高校生以上200円、小中
学生100円（常設展も観覧できます。
市内小中学生は土曜日無料）

第58回写真道展・第29回学生写真道展

募  集

　  美術館から
Tel 44－5045　Fax 44－5062

１月の休館日　１月１日（日）～５
日（木） ▼年始休館、９日（月・祝）、
16日（月）、23日（月）、30日（月）

募  集
あまり馴染みのない
インスターレーショ
ン（空間表現）。
絵とも彫刻とも違う、
表現の世界をご覧く
ださい。
●とき　12月24日
（土）～ 1月22日
（日） ▼午前９時～午後５時　●とこ
ろ　網走市立美術館 ▼第１展示室
●観覧料　無料

ラヤソン シェイン　～Yuletide～
クリスマスの季節

網走市立美術館友の会
第8回『年賀状コンクール』

●募集期間　平成24年１月１日（日）
～15日（日） ●応募資格　友の会会員
または網走市民　●規格　年賀ハガ
キまたはハガキサイズの画用紙など 
●応募内容　絵画・版画・絵手紙・俳
句・写真・書などジャンルは問いませ
んがオリジナルのもの（作品は返却し
ません）●応募方法　住所・氏名・電
話番号・学校学年を明記の上、郵送ま
たは美術館ポストに直接投函（事務室
への持参可) ▼宛先：〒093-0016 網走

網走市子育てサポートセンター
協力会員募集

子育て支援をしてくれる方を募集して
います。協力会員になるには講習会
を受けていただきます。
●とき　【第５回協力会員講習会】
平成24年１月19日（木）、20日（金）※
２日間の受講 ▼午前10時～午後２時
30分　●ところ　すずらん保育園、エ
コーセンター 2000 ▼ ２階会議室Ｂ
●内容　生後６ヵ月～12歳までのお
子さんの自宅預かり。保育園や幼稚園
への送迎他などです。　●参加料　無
料（託児有り）※詳細はお気軽にお問
い合わせください。　●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（網走市子
育てサポートセンター）　☎61-4822　
http：//www6.ocn.ne.jp/̃
oconcolo/kosodate/toppage.html

ラージボール卓球は、老若男女が楽し
めるスポーツです。楽しみながら汗を
ながしませんか？
●とき　毎週月曜日（祝日の場合は休
み） ▼午前10時～正午　●ところ 
ソレイユ網走 ▼体育室　●年会費 
1,000円　●入館料　夏200円・冬300
円　●申し込み・問い合わせ　髙木
さん☎44-8554

ラージボール卓球　楽遊クラブ
会員募集!

小中学生 学習サポート教室

自主学習サークルわくわく塾が、冬休
みを利用し小中学生対象の学習サ
ポート教室を開きます。
●とき　１月10日（火）、11日（水）、
12日（木）の３日間（１日だけの参加も
可）　●時間　【小学校５・６年】　
午後６時～７時　【中学校全学年】　
午後６時30分～７時50分　●ところ
エコーセンター2000 ▼３階学習室Ａ
●内容　各学年で学習した算数・数学
の復習　●対象　小学5年生以上の方
●参加料　無料　●締め切り　１月８
日（日）　●問い合わせ　菊地さん　
☎090-6265-0907

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

女性限定の講座です。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　⑦１月10日（火）「境界線」 　

網走スキー倶楽部
部員募集と講習会のお知らせ

●とき　計３回：２月13日（月）、14 
日（火）、15日（水） ▼午後６時45分～
８時30分　●ところ　網走レークビ 
ュースキー場　●対象　高校生以上
※男女は問いません。　●費用　4,500
円（講習、会費、保険代含む）※詳
細についてはお問い合わせください。
●申し込み・問い合わせ　鈴木さん
☎43-5973

市南６条西１丁目　網走市立美術館
『友の会年賀状コンクール』係　●展
示期間 １月18日（水）～ 31日（火） ▼

美術館ロビー　●表彰　大賞１名、準
大賞２名、佳作５名 ※受賞者には電
話にてご連絡します。 ▼２月19日（日）

▼午前10時～ 美術館にて表彰　

⑧1月24日（火）「コミュニケーショ 
ン」　●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/
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