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ゴミステーションの利用方法について、苦情が多数寄せられています。ルールや

マナーを守らずに利用すると他の方のご迷惑となります。 

きちんとルールを守り、気持ちよくご利用いただけるよう、ご近所同士でのご協

力をお願いいたします。 

 

【ゴミステーション利用時の注意事項】 

●ゴミは収集当日の朝、午前８時までに出しましょう。 

収集後に出すと、置いたままになってしまいます。 

●収集日でないゴミは、ゴミステーションに出さないでください。 

収集品目以外のゴミは回収しませんので、定められた品目をよく確認しましょう。 

●他の地域のゴミステーションに出すことはやめましょう。 

お住まいの地域で定められたゴミステーションをご利用ください。 

●引っ越しなどに伴い多量のゴミが出る場合は、分けて次回の収集日に出しましょう。 
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第３５回記念湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会が、２月２３日（日）

に開催されます。この大会に向けてお願いとお知らせがあります。 

 

◆コース整備へのご協力について 

１月下旬よりコース整備を行いますので、次のことにご協力をお願いいたします。 

●コースの河川敷地やコースが横断する道路での工事などで支障がある場合は、 

 大変お手数ですが○上商工観光課までご連絡ください。 

●コース整備後から大会終了までの期間、コース上でのスノーモービルなどの走 

行はご遠慮願います。（走行の跡がコース整備とスキー滑走の支障となります。） 
 

◆大会ボランティアの募集について 

例年、多くのボランティアの皆さまによるお力添えにより、おもてなしの大会 

として盛会に開催され、参加者の方々から大変喜ばれています。 

本年も本大会のお手伝いをしていただける方を募集しています。 
 

【日 時】２月２３日（日）午前９時頃～午後７時頃で都合の良い時間 

【内 容】選手の案内・接待など 

【申込・問い合わせ先】ボランティア内容の問い合わせおよび申込先は下記のとおりです。 

【申込締切日】２月７日（金） 

【そ の 他】昼食・夕食は主催者で用意します。 
 

◆出店者の募集について 

 ゴールの文化センターＴＯＭに出店を希望される商工業者を次のとおり募集し

ます。（出店は大会協賛商工業者に限ります。） 
 

【出 店 日】２月２３日（日） 

【出店場所】文化センターＴＯＭ敷地内 

【申込方法】２月３日（月）までに、下記へお申し込みください。 

 

     

 

 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会 

開催に係るお願いとお知らせ 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

ボランティア・出店者募集の申込先および問い合わせ先 
 

○上商工観光課 ℡２－５８６６ 
 

※出店許可申請書は○上商工観光課および中湧別出張所に備えてありますの

で、お申し出ください。 
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例年であればすでにオープンしている五鹿山スキー場ですが、記録的な少雪によ

り積雪状況が悪く、１月１７日現在オープンしていません。ご利用を楽しみにされ

ている皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたし

ます。 

オープンの際には改めてホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。

オープンした際のご利用は次のとおりとなります。 
 

【営業時間】午前１０時～午後９時 

【営業期間】３月２０日（祝）まで予定 

【リフト料金】※税込み、今シーズンより使用料を減額改定しています。 

リフト券 高校生以上 中学生以下 

１回券 １００円 ５０円 

１１回券 １,０００円 ５００円 

１日券（午後４時まで） １,５００円 ７５０円 

ナイター券（午後４時から） ７５０円 ３００円 

シーズン券 １５,０００円 ５,０００円 
 

【そ の 他】営業時間、期間、開設コースは、天候等により変更する場合があります。 
 

◆クロスカントリースキー練習コース 

【練習コース】 

レベル 距離 スタート地点 特徴 

初級 約１.１ｋｍ ロッジ南側 傾斜がゆるやかでスケーティング可能 

中級 約２.１ｋｍ 駐車場東側 アップダウンなど変化に富むコース 

上級 約３.２ｋｍ 駐車場東側 きついアップダウンあり 

【開放時間】午前９時～午後４時（夜間照明はありません。） 

【問い合わせ先】五鹿山スキー場 ℡２－３１１１ 

 

 

 

 

 

 

昨年１１月以降、遠軽警察署管内において灯油の盗難被害が発生しています。こ

れからますます気温が低下し、灯油の需要が高まることが予想されますので、灯油

を盗難被害から守るために、鍵付きの給油口カバーや配管カバーなどを設置して、

盗難被害の防止に努めましょう。 

 
 

灯油の盗難に注意！ 

○上住民税務課 住民生活G（安心の街づくり協議会） ２－５８６３ 

 

五鹿山スキー場のご利用について 

教育委員会 社会教育課 社会教育G ５－３１３２ 
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償却資産の所有者は、地方税法に基づき毎年１月１日現在の償却資産の状況を期

限までに申告する必要があります。例年、事前に事業者へ申告書を送付しています

が、新たに事業を開始された方や申告書が届いていない方は、○上住民税務課まで

ご連絡ください。 

なお、申告の際に個人番号（マイナンバー）と本人確認が必要ですので、確認書

類をお忘れないようお願いいたします。 
 

【申告対象者】●平成３１年（令和元年）中に新しく事業を開始した方 

●個人・法人で事業をしている方（漁師・農家の方も対象となります） 

●償却資産を第三者に貸与している方 

●廃業、解散、休業、移転等をされた場合 

※償却資産がない、増減や変更がない方も申告が必要です。 
 

【対象となる償却資産】●令和２年１月１日現在において、事業等を行うために使用する構築物・ 

機械・車両・器具備品等で、税務会計上減価償却となりうる資産 

●遊休資産（稼動を休止しているが、維持補修が行われ、使用でき 

る状態にある資産） 

●償却済資産（減価償却を終え、残存価格のみ帳簿に計上されている資産） 

●売電や自己消費を行う目的で設置する太陽光発電設備（１０ｋＷ以上のもの） 

【確認書 類】 
 

（１）個人事業主の方 

①本人が窓口で提出する場合 
 

本人の番号確認書類 

＋ 
本人の身元確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カード 

●通知カード 

●住民票（個人番号記載あり） 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 ●社員証等 
 

②代理人（従業員、税理士等）が提出する場合 
本人（委任者）の番号確認書類 

＋ 

代理人の身元確認書類 

＋ 

代理権確認書類 

【いずれか１点】 

●個人番号カードの写し 

●通知カードの写し 

●住民票（個人番号記載あり） 

の写し 

【いずれか１点】 

●運転免許証等の官公署が発

行した写真付きの書類 

●個人番号カード 

【いずれか２点】 

●健康保険証 ●年金手帳 

●社員証等 

【いずれか１点】 

●税務代理権限証 

●委任状 

 

※郵送で提出する場合には、番号確認書類および身元確認書類の写し（委任 

状は原本）を同封してください。 
 

（２）法人事業者の方は、法人番号の記載のみで、上記の確認書類は不要です。 
 

【提出期 限】１月３１日（金）※期日厳守 

【提 出 先】○上住民税務課 ℡２－５８６３ 

事業を営む方は償却資産の申告をお忘れなく（再掲載） 

○上住民税務課 税務G ２－５８６3 
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確定申告・住民税申告の町内における日程および会場は、下記の申告日程カレン

ダーのとおりです。曜日によって上湧別・湧別のどちらか一方の会場を開設する体

制となっていますので、お間違えのないようにお願いいたします。 
  

【申告期間】２月１７日（月）～３月１６日（月）まで 

【受付時間】午前８時３０分～午後５時１５分（正午～午後１時までを除く） 

      ※正午～午後１時までは開設していませんので、ご注意ください。 

【会  場】●上湧別会場（上湧別コミュニティセンター 図書室）：月・水・金曜日 

      ●湧別会場 （湧別庁舎 １階会議室）          ：火・木曜日 

※開設日以外の日に会場を訪れても、申告することはできませんのでご注意ください。 

※確定申告は、紋別税務署またはインターネット（ｅ－Ｔａｘ）でも受け付けしています。 
 

《 申告日程 カレンダー 》 

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 1 2 3 4 5 6 7
- - 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 -
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
- - - - - - - - 上湧別 - - - - -
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
- 上湧別 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - - - - - - -
23 24 25 26 27 28 29 29 30 31
- 振替休日 湧別 上湧別 湧別 上湧別 - - - -

２月 ３月

 

 
 

 

 

 
 

月  日 内科当番 外科当番 

２月 ２日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

２月 ９日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

曽我病院 

（2-2001） 

２月１１日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

２月１６日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

２月２３日（祝） 
瀧本皮膚科クリニック 

（0158-42-8048） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

 ２月２４日（振休） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

２月の当番病院のお知らせ 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

 

確定申告・住民税申告の日程・会場のお知らせ（再掲載） 

○上住民税務課 税務Ｇ ２－５８６３ 
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 上湧別福祉会では、次のとおり職員を募集します。 
 

職 種 募集人数 資 格 勤務場所 

看護師 １人 看護師または準看護師 
特別養護老人ホーム湧愛園 

（上湧別屯田市街地 336 番地の 1） 

【応募条件】普通自動車運転免許証を所有し通勤可能な方。 

【採用予定日】随時行っています。 

【応募方法】履歴書を「特別養護老人ホーム湧愛園」に提出してください。 

【試験内容】採用の可否は面接により決定します。面接日は応募者に後日通知します。 

【賃  金】法人の給与規定によります。 

【手当・待遇】●賞与 ●処遇改善手当 ●寒冷地手当（１１月～３月まで） 

●通勤手当（２km以上） ●特殊業務手当 

【昇給制度】あり 

【退職金制度】あり（独立行政法人福祉医療機構および北海道民間社会福祉事業職員共済会） 
 

職 種 
募集 

人数 
資 格 勤務日数 勤務場所 

看護師兼介護員 

（代替職員） 
１人 

看護師または 

準看護師 

月１０日 

程度 

老人デイサービスセンター 

（上湧別屯田市街地 335 番地の 1） 

【応募条件】普通自動車運転免許証を所有し通勤可能な方。 

【採用予定日】随時行っています。 

【応募方法】下記にご連絡ください。見学も可能です。 
 

【問い合わせ先】（福）上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園 ℡２－３１５１ 

上湧別屯田市街地３３６番地の１ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

上湧別福祉会の職員を募集します 

（福）上湧別福祉会 特別養護老人ホーム湧愛園 ２－３１５１ 

防災メールに登録してください！ 

『サポートメール＠防災ゆうべつ』 
 

 

町では大雨・暴風雪や洪水警報をはじめとする気象情報、地震情報などが 

発表された場合に、あらかじめ登録された携帯電話・スマートフォンや自宅 

パソコンにメールで一斉配信するサービスを導入しています。 

登録手続は２４時間いつでも可能で、登録・配信は無料です。 

次のメールアドレスを入力するか、ＱＲコードを読み取り、空メールを 

送信してください。数分で登録用のメールが送信されてきますので、内容 

を確認の上、手順に従って登録してください。 
 

【メールアドレス】          【Ｑ Ｒ コ ー ド】 

touroku@i.town.yubetsu.lg.jp 
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 町内には２つの赤十字奉仕団があり、それぞれ赤十字思想の普及活動をはじめ、

特別養護老人ホームで洗濯物たたみや仕分けなどのボランティア活動を行ってい

ます。ボランティア活動に参加して気持ち良い汗を流してみませんか。 

 参加を希望される方は、下記までお問い合わせください。 
 

奉仕団名 活動内容 

湧別分団あやめ会  （湧別地区） 
特別養護老人ホーム「湧別オホーツク園」の 

洗濯物たたみ、行事手伝い等 

上湧別分団あゆみの会（上湧別地区） 
特別養護老人ホーム「湧愛園」の 

洗濯物の仕分け、繕い物、行事手伝い等 

 

【申込・問い合わせ先】湧別分団あやめ会    目黒初江 ℡５－２０３６ 

上湧別分団あゆみの会  原田幸子 ℡２－２２８１ 

      ○湧福祉課              ℡５－３７６１ 

 

 

 
 
 
 
 

 

 ３月３１日（令和元年度）で指定管理期間が終了する下記の施設につきまして、

４月１日（令和２年度）からの新しい指定管理者が決定しましたのでお知らせしま

す。 
 

【指定期間】令和２年４月１日～令和７年３月３１日（５年間） 

施設の名称 指定管理者 

湧別町高齢者生活福祉センター 

東４１番地の１ 

社会福祉法人湧別福祉会 

理事長 野津 玲子 
 

【指定期間】令和２年４月１日～令和８年３月３１日（６年間） 

施設の名称 指定管理者 

湧別町開盛住民センター 
開盛自治会 

自治会長 遠田 哲夫 

湧別町富美地区住民センター 
富美自治会 

自治会長 村田 憲幸 
 

※指定管理者は、公募によらない非公募方式の手続きを行い町議会の議決を得て決

定されたものです。 

ボランティア活動に参加してみませんか 

○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

公共施設の新しい指定管理者を決定しました 

○上企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 

 



- 8 - 

 

 
 

 

次の日程で移動献血車が町内を巡回します。皆さまのご協力をよろしくお願いい

たします。 
 

 

 

※血液センターでは、献血にご協力いただいた方々へ、後日郵送により７項目の生

化学検査成績および８項目の血球計数検査成績をお知らせしています。ご自身の

健康管理にお役立てください。 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 多くの方々の憩いの場所であるリラ街道の花壇づくりボランティア「リラ街道応援

団」の新規参加団体を募集します。リラ街道をきれいな花でいっぱいにしましょう。 
 

【募集期間】３月２５日（水）まで 

【活動期間】５月～１０月末頃までの約６カ月間 

【活動内容】下記の活動範囲のうち管理できる範囲で、花壇の植えつけや除草等 

の維持管理を行っていただきます。 

【費用負担】花苗と肥料代および新規区画の看板作成費用相当額を町が負担（報償 

費としてお支払い）します。金額は区画場所で決まっています。 

【そ の 他】説明会を４月中旬に開催し、区画を決定します。 

【申込・問い合わせ先】○上建設課 ℡２－５８６９ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 実施場所 時 間 

２月 ３日（月） 

湧別町役場 湧別庁舎 前 午前１０時００分～１１時４０分 

湧別オホーツク園 前 午後 １時１０分～ １時４０分 

湧別町農業協同組合 本所 前  ２時１０分～ ３時１０分 

湧別漁業協同組合 前  ３時４０分～ ４時１０分 

献血にご協力をお願いします 

○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

リラ街道に花を植えてみませんか 

○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

 

活動範囲 リラ街道（２号線～５号線）・東道路（１号線～２号線） 

募集範囲 
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保護者が仕事等で昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後の遊びや生活の場を

提供し健全な育成を図るため、児童センター内に放課後児童クラブを開設していま

す。令和２年度に当クラブへ入会を希望される方は、次のとおりお申し込みくださ

い。 
 

【対象児童】保護者が町内に住所を有している小学生 
 

【入会条件】●保護者が労働のため昼間不在である 

●保護者が病気等の療養や産前産後である 

●家族等の介護等により、保護者が昼間不在である 

●その他、町長が必要と認めた場合 

※ただし、「伝染病の疾患を有する児童」、「心身が虚弱で放課後児童 

クラブの育成指導に堪えないと認められる児童」は入会できない場 

合があります。 
 

【昼  食】保護者が就労している日に限り、お弁当を持参できます。 

※入会児童以外は、正午～午後１時の間は帰宅することとなります。 
 

【募集人数】湧別放課後児童クラブ （湧別児童センター内）     ：４０人 

上湧別放課後児童クラブ（中湧別なかよし児童センター内）：４０人 

※入会人数が定員を超える場合は、入会選考基準により審査します。 
 

【登録期間】４月１日～翌年３月３１日まで 
 

【申込締切日】２月２８日（金） 

      ※締切日を過ぎた場合は、４月１日から入会できない場合があります。 
 

【申込方法】入会を希望される方は所定の入会申請書と児童状況調書を児童センター 

に提出してください。申請書を提出いただく際に面接を行います。 

入会申請書と児童状況調書は児童センターに備えてあります。 

（入会申請書と児童状況調書は町ホームページからダウンロードできます 

http://www.town.yubetsu.lg.jp/st/kosodade/） 

※引き続き入会を希望される方も手続きが必要です。 
00 

【入会の決定】入会の決定は、申請書を審査したうえで後日通知します。 
 

【問い合わせ先】湧別児童センター      ℡５－２４３２ 

中湧別なかよし児童センター ℡２－２０４９ 

 
 

 
 

 

 

令和２年度放課後児童クラブ登録児童を募集します 

○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５ 

湧別町公式 インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」「いいね！」お願いします 
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町では、高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、「迷惑電話対策機器購入

助成金」制度を行っていますので、ご利用ください。 

なお、この制度は令和２年度までとなっています。 
 

【対 象 者】本町に住所を有し、６０歳以上の方が居住している世帯の世帯主の方。 

【対象 機 器】●着信時に自動で警告メッセージを流し、通話内容を録音できる機 

        能かつ迷惑電話と判断される電話番号および番号非通知による着 

        信の場合、自動的に電話を切る機能を持つ電話機。 

●親機１台と子機１台までの１組とし、１世帯１組とする。なお、 

 親機はファクシミリ機能を持つものも対象とする。 

●町内の販売店から購入した電話機とする。 

【助 成 額】助成対象機器１組の購入に要した費用（運搬・設置費、消費税、 

ナンバーディスプレイ契約費を除く）の２分の１以内（千円未満切 

捨て）で、１２，０００円を限度とする。 

【申請に必要な書類】●迷惑電話対策機器購入助成金交付申請書 

●領収書の写し（販売店の証明が必要です） 

【申請書の配布・提出先】○上商工観光課、○湧福祉課、中湧別出張所、芭露出張所 

【問い合わせ先】○上商工観光課 ℡２－５８６６ 

 

 

 

 

２月２２日は行政書士記念日です。行政書士の業務を町民の皆さまにも知ってい

ただくことを目的として、記念講演および相続手続等「お困りごと何でも相談会」

を開催します。お気軽にご相談ください。 
 

【日程・スケジュール】２月２２日（土） 

      ◆記念講演（午前１０時～正午） 

      『高齢者支援制度とその利用方法について』 

      講師：湧別町社会福祉協議会事務局長 石川 克己さん 

※講演後、講演に関連する成年後見制度や個人情報保護法、外国人在 

 留申請の説明を行います。 

      ◆「お困りごと何でも相談会」（午後１時～） 
 

【場  所】文化センターさざ波 ２階団体研修室（栄町） 

【料  金】無料 

【申 込 先】行政書士事務所コスモス・オフィス（錦町） 溝江 弘志 

℡０８００－８００－８４２３ FAX８－７５６６ 

【主  催】北海道行政書士会網走支部遠軽地区 

【後  援】湧別町 

迷惑電話対策機器購入助成金について 

○上商工観光課 商工観光G ２－５８６６ 

記念講演および「お困りごと何でも相談会」を開催します 

行政書士事務所 コスモス・オフィス ０８００－８００－８４２３ 
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北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されますのでお知らせ

します。年金相談は、会場における混雑を緩和し、お客さまの相談時間を十分に

確保するため、完全予約制です。相談予約は、電話にてお申し込みください。 
 

 

開設日 開設会場 開設時間 

２月２０日（木） 紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 午前 ９時～午後３時 

３月１９日（木） 
遠軽町保健福祉総合センター・げんき 21 

（遠軽町1条通北 1丁目） 
午前１０時～午後４時 

４月２２日（水） 
紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 1時～午後５時 

４月２３日（木） 午前 ９時～午後２時30分 
 
 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－３３－６００７ 

（自動音声案内、番号１→２を押してください） 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室までお問い 

  合わせください。 

 

 

 

 

 
 

「広報ゆうべつ」で紹介しているバランス丼の調理実習を行います。あぶらは使

う量や種類を意識すると、肥満や生活習慣病の予防につながります。あぶらのかし

こい使い方を学びませんか。 
 

【日  時】２月１３日（木） 午前１０時～午後１時頃 

【場  所】保健福祉センター（栄町） 

【内  容】①ミニ講話 

②調理実習「シャキシャキ 鶏つくね丼」、「簡単にできる副菜」、 

     「手作りデザート」 

【対  象】町民の方 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、上靴、筆記用具、食材費（６００円ほど） 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。 

チューリップカードをお持ちの方はご持参ください。 

【申込方法】２月７日（金）までに ○湧健康こども課（℡５－３７６５）までお申

し込みください。 
 

北見年金事務所出張相談所開設のお知らせ 

○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

「バランス丼 料理教室～あぶらをかしこく使う②～」を開催します 

○湧健康こども課 健康相談G ５－３７６５ 
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町民の皆さまの健康維持増進のために、トレーニングルームを使った教室や運動

指導を行います。お気軽にお越しください。 
 

◆共通事項 

【場  所】湧別総合体育館 ２階トレーニングルーム（栄町） 

【対 象 者】町内の成人の方 

【料  金】体育館の使用料（冬期：１日券１５０円）を窓口でお支払いくださ 

い。シーズン券（冬期）をお持ちの方は不要です。 

【指 導 者】教育委員会社会教育課 運動指導職員 原 茉畝 
 

◆健康運動教室 

【日時・内容】 

月  日 時   間 内   容 

２月１５日（土） 
初級：午前1０時～１１時 

中級：午後 ２時～ ３時 

●有酸素運動 

●座ってできるストレッチ（初級のみ） 

●やさしいエアロビクス（中級のみ） 

●トレーニング機器を使ったトレーニング 
２２日（土） 

【持 ち 物】運動できる服装・タオル・飲み物 

【定  員】各実施日の初級・中級ごとに１０人 ※定員になり次第締め切ります。  

【申込方法】上記の実施日、希望コース（初級または中級）を、実施日前日までに 

教育委員会社会教育課（℡５－３１３２）までご連絡ください。 

【そ の 他】スポーツ安全保険等には、各自で事前にご加入ください。 
 

◆運動指導 

【日時・内容】 

月  日 時  間 内  容 

２月 ５日（水） 
午前９時～１１時 

運動指導職員によるトレーニング機器の使

い方の指導、運動相談など 

   ７日（金） 

１３日（木） 午後２時～ ４時 

１９日（水） 
午前９時～１１時 

２１日（金） 

 

◆トレーニングルームご利用の皆さまへ 

教室中のトレーニングルームは貸し切りではありませんが、スペースなど狭くご迷惑 

をおかけする場合があります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 
 

２月の健康運動教室・運動指導のお知らせ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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町では、教育の機会均等と教育の振興を図るため、奨学金の貸付けを行います。 
 

【貸付対象】湧別町に住民登録をしている方のお子さんで、次の項目に該当する方。 

①高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に在学する方 

②身体健康、学業優秀、性行善良な方 

③学資の支弁が困難な方 
 

【申請方法】貸付けを希望される方は、次の書類を３月１９日（木）までに教育委 

員会教育総務課に提出してください。 

①奨学金貸付申請書 

②奨学生推薦書 

③履歴書 

④学業成績証明書 

⑤合格通知書 

⑥世帯の主な収入のある保護者の所得証明書等（平成３１年（令和元 

年）分の源泉徴収票または確定申告書の写し） 

⑦世帯の主な収入のある保護者の町税の完納証明書 

⑧年間授業料明細書 

※①、②、③の用紙は教育委員会に備えてあります。 
 

【そ の 他】●奨学金は、年間授業料の８０％（限度額５０万円）の範囲内で、 

毎年２回に分けて無利子で貸付けします。 

●学校を卒業後、最長１１年間（うち１年間据置き）での償還となります。 

●奨学生は、４月下旬の教育委員会で決定し、本人に通知します。 
 

 

※学校卒業後Ｕターンして湧別町内の企業への就職や家業に従事する方の奨学金 

の償還免除制度があります。 

学校卒業後６年以内に町内に居住し、町内の企業に就職または家業に従事し、町

内就業等の期間が１０年を超えたとき奨学金の償還が免除となります。 
 

【問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 ℡５－３１４３ 
 

 

 
 

 湧別高校は夢を育む高校です   

町は「湧別高校」の魅力向上のため、各種補助金の支給（通学費全額補助、部

活動補助、教科書代金全額補助、海外派遣費用補助、各種資格取得費用補助など）

やキャリア教育などへの支援を行っています。 
 

【問い合わせ先】教育委員会 教育総務課 ℡５－３１４３ 

令和２年度奨学金の貸付けについて 

教育委員会 教育総務課 教育管理G ５－３１４３ 

 

 地域の子どもは 

地域で育てる 
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子育て支援センターでは、第９回３Ｂ体操教室を開催します。「遊びの要素」「気 

軽に」「体に無理なく」をキーワードに誰でも楽しめる体操です。体験した事のあ 

る方も、初めての方もぜひご参加ください。 
 

【日 時】２月６日（木）午前１０時～１１時３０分 

【場 所】中湧別なかよし児童センター（中湧別中町） 

【対 象】町内に居住する就学前の乳幼児をもつ保護者 

【定 員】１０人 

【持ち物】ヨガマットまたは大判バスタオル、上靴、タオル、動きやすい服装、飲み物 

※託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ、水分補給用飲料水、 

その他必要と思われるものをご持参ください。 

【申込締切日】１月３０日（木） 

【申込先】湧別子育て支援センター  ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

中湧別子育て支援センター ℡２－２０４９ FAX８－７３５０ 

電子メールでも受け付けています。右のＱＲコードをスマートフォン 

等で読み取り、保護者氏名・住所・連絡先・託児の有無・お子さんの 

氏名と年齢を入力して送信してください。 

子育て支援センター電子メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

次の日程で保育所を開放します。子どもたちが保育所で活動する様子をご覧くだ

さい。 
 

【日時・場所】 

月 日 場 所 時 間 

２月 ５日（水） 上湧別保育所 
３歳以上児：午前 ９時３０分～１１時 

３歳未満児：午前１０時   ～１１時 
 

【活動内容】自由遊び、製作活動、ピースフルスクール活動の動画視聴など 

      （動画は開放中はどなたでもご覧いただけます。） 

【そ の 他】申し込みは必要ありませんのでご自由にお越しください。 

【問い合わせ先】上湧別保育所 ℡２－２４９０ 
 

 

 

 
 
 

「第９回３Ｂ体操教室」開催のご案内 

○湧健康こども課 子育て相談G ５－３７６５ 

「保育所開放日」のお知らせ 

○湧健康こども課 児童支援G ５－３７６５ 
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子育て支援センターは町内に住む就学前の乳幼児と保護者の方であれば、どなた

でも利用することができます。また、下旬にはたんぽぽ広場を開催しますので、ぜ

ひお越しください。 

※日曜・祝日は閉館 湧別 湧別子育て支援センター（℡５―２４３２） 中湧 中湧別子育て支援センター（℡２―２０４９） 

月 火 水 木 金 土 

     1 

★印は育児学級の日です。登録制となっています。 

●印は町内に住む方であれば、どなたでも利用することができます。 
 

【育児学級への申し込み方】 

就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方が対象となります。登録制となっています。申込用紙に必要事項を

ご記入のうえ、直接または FAXにてお申し込みください。両支援センターで随時受け付けています。 
 

【開放日について】 

開放日の時間は親子で一緒に遊んだり、絵本を読むなどして自由に過ごすことができます。 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

3 4 5 6 7 8 

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後１時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

 
 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

●3B体操 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

※要申込み 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

10 11 12 13 14 15 

★育児学級ぴよぴよ 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 
 

★出張育児学級 

上湧別保育所 

午前10時00分

～11時30分 
 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

閉 館 

●マタニティ教室ヨガ  

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※要申込み 

 

 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

17 18 19 20 21 22 

●乳幼児相談 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

※申込み不要 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★出張育児学級 

芭露保育所 

午前10時00分

～11時30分 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

24 25 26 27 28 29 

閉 館 

★育児学級げんき 

湧別午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

●たんぽぽ広場 

湧別午前1０時00分 

   ～11時30分 

※要申込み 

 

●開放日 

湧別午後1時～5時 

中湧午前9時～午後5時 

★育児学級ぴよぴよ 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

★育児学級げんき 

中湧午前10時00分 

    ～11時30分 

 

 

●開放日 

湧別午前9時～午後5時 

中湧午後1時～5時 

 

 

 

 

 

●開放日 

湧別・中湧 

午前9時～午後5時 

子育て支援センター２月の予定表を掲載します 

○湧健康こども課 子育て相談G ５－３７６１ 
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第３５回目を迎えます「サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン」が次の日程によ

り行われます。全国各地よりウルトラランナーが本町に集結し、１００ｋｍ先の北

見市常呂町民センターのゴールを目指して走ります。出走者のみが実感できる達成

感を味わってみませんか。 

※地元枠優先エントリーを先着順で設けています。一般エントリーは、例年申し 

込み開始からわずか３０分余りで定員に達するため、地元枠優先エントリーが 

お勧めです。 
 

【開催日時】６月２８日（日） 

１００ｋｍの部：午前 ５時 すぱーく湧別前スタート 

 ５０ｋｍの部：午前１０時 佐呂間町１００年広場前スタート 

【参加資格】●１００ｋｍ１３時間、５０ｋｍ８時間以内で完走できる走力を有する方 

●車椅子での参加は不可 

●大会当日、１８歳以上の男女（高校生は除く） 

【定  員】１００ｋｍの部：３,５５０人  ５０ｋｍの部：５５０人 

【参 加 料】１００ｋｍの部：１８,０００円 ５０ｋｍの部:１２,０００円 

※消費増税影響や大会各種経費の高騰などの事情により、今大会から 

大会参加料を１，０００円値上げしています。 

※エントリー手数料が別途かかります。 

１００ｋｍの部９９０円、５０ｋｍの部６６０円（税込） 

【エントリー期間】①地元枠優先エントリー（湧別町、佐呂間町、北見市に在住していること） 

：２月１３日（木）午後８時～（先着順定員 100km１２０人、50km８０人） 

※上記市町以外からの通勤者は対象になりません。優先枠に限り 

があるため、定員になり次第締切りとなりますので、お早めにお 

申し込みください。 

②一般エントリー：２月２０日（木）午後８時～（先着順） 

※先着受付順のため、定員になり次第締切りとなります。 

【エントリー方法】エントリーはインターネットのみです。 

●ランネットへの会員登録（無料）が必要です。登録していない方は、 

事前に登録しておくとスムーズにエントリーページに進めます。 

●パソコンまたは携帯から、下記のＵＲＬまたはＱＲコードより大会 

エントリーページの指示に従ってお申し込みください。 

支払方法は、申込みの際にクレジットカード、コンビニ、ＡＴＭな 

どからお選びいただけます。 

≪エントリーページ≫ http://runnet.jp/cgi-bin/?id=247553 

※右記のＱＲコードからもエントリーページに進めます。 

 

第３５回サロマ湖１００ｋｍウルトラマラソン参加者を募集します！ 

教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 


