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4月のお知らせ

方と平成23年4月以降に転入した70歳
以上の方にはすでに申請書を送付して
いますが、手続きがお済みでない方は、
必要事項を記入し、係まで返送してく
ださい。今までに申請手続きをしたこ
とのある方は手続き不要です。71歳以
上の方で申請手続きをしたことのない
方は、申請書を送付しますので係まで
ご連絡ください。
※申請書が提出されていないと、課税
状況が確認できないため、要件を満た
していても、助成券は交付できません
のでご注意ください。
通知／ 4月上旬に該当・非該当の結果
を通知します。なお、2年連続で非該
当の方には通知しておりませんので、
ご了承ください。
交付方法／該当通知が届いた方は、通
知書と印鑑を持参し、通知書に記載の
会場で助成券をお受け取りください。
申請・問い合わせ／介護福祉課高齢者
福祉係（内線288・411）

　早期に筋力トレーニングやバランス
訓練に取り組むことで、日常生活に
おける運動の習慣化と、生活習慣病や
要介護状態への移行を予防することを
目的に実施するフィットネス教室の参
加者を募集します。
対象／ 40歳以上の方
実施期間／開講日から翌年3月まで
実施場所
①北コミュニティセンター（毎週金曜
日実施、5月11日に開講、☎43-7191）
②潮見コミュニティセンター（毎週月
曜日実施、5月14日に開講、☎44-8885）

参加料／スポーツ保険料および会場使
用料
申し込み／参加を希望する各コミュニ
ティセンターまたは、高齢者福祉係に
4月20日までにお申し込みください。
（定員（会場により異なります）にな
り次第締め切ります）
問い合わせ／介護福祉課高齢者福祉係
（内線288・411）

　いつまでも健康で活力ある生活を送
るため、身体機能の維持向上・転倒予
防・閉じこもり防止を目的に実施する
高齢者向け筋力トレーニングの参加者
を募集します。
対象／ 65歳以上の方
期間／開講日から翌年3月まで
参加料／ 1,000円（スポーツ保険料）
実施場所／下記のとおり
申し込み／参加を希望する各施設に4
月20日までにお申し込みください。（定
員（会場により異なります）になり次
第締め切ります）
問い合わせ／介護福祉課高齢者福祉係
（内線288・411）

　経済的な理由で就学が困難なお子さ
んの保護者へ就学費用を助成します。
　詳細は4月上旬に各学校を通じて配
布される文書にてご確認ください。
　助成を希望される方は、各学校また
は網走市教育委員会へ申請書を提出し
てください。
問い合わせ／管理課学務係（内線286）

赤十字水上安全法講習

　溺れた人の救助、応急手当の方法な
ど、水の事故から人命を守るための知
識と技術を習得できます。検定に合格
された方には、水上安全法救助員の認
定証が付与されます。
日時／ 5月19日、20日、26日、27日
9時～ 17時（27日のみ9時～13時）　
場所／網走市民プール他
対象／ 18歳以上で、一定の泳力を有
する方
受講費用／ 2,100円（赤十字救急法基
礎講習を修了している方は600円）
申込期限／ 4月20日まで（定員（20人）
になり次第締め切ります。）
申し込み・問い合わせ／社会福祉課庶
務係（内線235）

　手話を学んで、楽しく聴覚障がい者
の皆さんと交流し、ふれあいの場を広
げましょう！
日時／ 5月23日～ 7月25日の毎週水曜
日（計10回）　10時～ 12時
場所／エコーセンター　研修室
対象／初めて手話を学ぶ方
受講料／無料（テキストは実費負担）
使用テキスト／新手話教室（入門課程
対応）（1,200円）
申込期限／ 5月9日まで（定員（10人）
になり次第締め切ります）
その他／お子様連れの方については託
児いたします。（定員有り）
申し込み･問い合わせ／社会福祉課障
がい福祉係（内線410）

　高齢者の皆さんの社会参加の促進や
健康増進を図るため、交通費の助成券
を交付します。
対象／次の全てに該当する方
○平成24年4月1日現在、網走市に住民
登録または外国人登録のある方
○昭和18年4月1日までに生まれた方
○平成23年度市民税が、均等割・所得
割のいずれも非課税である方
助成内容／市内を運行するバス・ハイ
ヤー（福祉ハイヤー含む）で使える
5,000円分の助成券を交付します。
申請手続／平成24年度中に70歳になる

らくらく健康トレーニング

子育て・教育フィットネス教室

就学費用の助成

手話教室の開催

健　康

≪らくらく健康トレーニング　開講日など≫
実　施　場　所 開講日 実施日 対　象　地　区

駒場住民センター　　　　☎44－0505 5月8日 毎週火曜日 駒場
ソレイユ網走　　　　　　☎43－0840 5月9日 毎週水曜日 南地区・台町・桂町
西コミュニティセンター　☎44－0288 5月10日 毎週木曜日 大曲・新町・天都山
潮見コミュニティセンター☎44－8885 5月11日 毎週金曜日 潮見
北コミュニティセンター　☎43－7191 5月14日 毎週月曜日 北地区・向陽
南コミュニティセンター　☎44－2026 5月17日 毎週木曜日 つくし・鱒浦

高齢者交通費助成事業
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　今年も多くの市民の皆さんと花園整
備を行うため、育成活動をしてくださ
るボランティアを募集します。
期間／6月から9月まで（6回から8回程
度）
活動内容／苗植え、草取り、花の管理
など
申込期間／ 5月11日まで
申し込み・問い合わせ／観光課観光振
興係（内線243・303）
※電話、FAX（44-9768）、ホームペー
ジ（http://www.abashiri.jp/19hanate
nto/index.html）でお申し込みくださ
い。

　植樹活動や宿根草、小果樹の栽培管
理など、環境保全活動や食育活動、ガー
デンづくりなどを通じて園地整備に関
わっていただけるボランティアを募集
します。
期間／ 5月から10月まで（必要に応じ
て）
活動内容／植樹、下草刈り、苗植え、
草取り、フットパスの整備など
申込期間／ 5月11日まで
申し込み・問い合わせ／観光課観光振
興係（内線243・303）
※電話、FAX（44-9768）、ホームペー
ジ（http://www.abashiri.jp/23oomaga
rienchi/index.html）でお申し込みく
ださい。

　子育て支援センターでは、子育ての
応援をしてくださる市民ボランティア
を募集・登録しています。希望される
方は次によりお申し込みください。
対象／子どもが好きな方、育児経験の
ある方、地域の子育てを応援したい方
（年齢は問いません）
主な活動／一緒に遊ぶなどの子どもの
世話、子育て講演会の託児、手作りお
もちゃの制作など

応募方法／網走市子育て支援センター
「どんぐり」（北10条西3丁目9番地）へ
直接来所するか、電話でお申し込みく
ださい。
募集期限／随時受け付けています。
※応募いただいた方には、後日、半日
程度の講習を受けていただいたうえで、
活動をお願いします。
申し込み・問い合わせ／子育て支援セ
ンター「どんぐり」☎44-8700

　網走市では、嗅覚測定法（三点比較
式臭袋法）に基づき、事業所等から採
取した臭気を判定していただく「嗅覚
測定パネラー」を募集します。
※三点比較式臭袋法とは、悪臭を含む
空気が入っている袋を１つと、無臭の
空気だけ入っている袋を２つの計３つ
の袋の中から、悪臭の入っている袋を
当ててもらう方法です。
応募資格／網走市内に居住する18歳以
上の方で、市が指定する日時に参加で
きる健康な方。喫煙者である場合は、
当日禁煙することができる方。
定員／若干名
募集期間／4月9日～ 4月20日
実施期間／平成24年～ 26年の7月～ 9
月（毎月1回）の13時30分～ 16時30分
（予定）
実施場所／網走市役所本庁舎会議室
応募方法／環境対策係備え付けの申込
書（要印鑑）に必要事項を記入し、募
集期間内に提出してください。
その他／申込時に、簡単な嗅覚の試験
を実施し、合格者を嗅覚測定パネラー
として登録します。嗅覚測定パネラー
として参加された方には、若干の謝礼
があります。
申し込み・問い合わせ／生活環境課 
環境対策係（内線405）

　あなたの豊かな能力と経験を生かし
ませんか？女性大歓迎！同世代の皆さ
んと楽しくお仕事をしましょう。
　市内在住のおおむね60歳以上の方で、
健康で勤労意欲のある方でしたら、ど
なたでも登録できます。
仕事の登録／希望する職種をあらかじ

め登録し、センターに依頼のあった仕
事内容によって、希望の職種に合う登
録会員へ連絡します。
仕事内容／臨時的・短期的な仕事です。
入会手続／入会説明会にお越しになり、
入会申込用紙に必要事項を記入のうえ、
年会費2,000円・互助会費1,000円と顔
写真を添えてお申し込みください。
面接の後、登録手続きをします。
入会説明会／ 4月17日、27日（いずれ
も13時30分～）
※毎月、17日と27日（土日・祝日の場
合は前日）の13時30分から、ソレイユ
網走で入会説明会を実施しています。
申し込み・問い合わせ／網走市シル
バー人材センター　℡43-6688

　在宅で生活する、おおむね65歳以上
の単身または高齢者のみの世帯、およ
び重度の身体障がい者のみの世帯で、
自ら寝具乾燥ができない方へ無料の寝
具乾燥を行います。
実施期間／5月7日～ 6月1日
申込期限／4月20日まで
申請・問い合わせ／介護福祉課高齢者
福祉係（内線288･411）

　高齢者の健康と生きがいづくりのた
め、市民農園「長寿園」を開園します。
自然の中で野菜づくりに汗を流し、健
康づくりをしてみませんか？
対象／平成24年4月1日現在で60歳以上
の市内に在住する方
場所／潮見263番地（１世帯１区画限
りとします）
利用者負担金／ 1区画500円（後日納
付していただきます）
申込期限／ 4月20日まで
申請・問い合わせ／介護福祉課高齢者
福祉係（内線288･411）

「はな・てんと」育成ボランティア募集

募　集

〈各種証明書申請時の注意点〉

※ ご本人以外が交付申請をする場合、ご本人が作成した委任状が必要となります。
　配偶者などのご親族が申請される場合でも該当しますのでご注意願います。

「大曲湖畔園地」育成ボランティア募集

地域子育て支援センター「どんぐり」
子育てボランティア募集

嗅覚測定パネラーの募集

シルバー人材センター会員募集

福　祉

寝具乾燥サービスの実施

市民農園「長寿園」が開園します
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