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※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、掲載している行事等を中止または内容変更 

することがあります。 

 

 

 

 

 任期満了（１１月１４日）に伴う湧別町長選挙および湧別町議会議員選挙の日程は次のとおりです。 
 

【告示日・立候補届出日】１０月１９日（火） 

【投票日・開票日】１０月２４日（日） 

【任 期】令和３年１１月１５日～令和７年１１月１４日（４年間） 

 

 

 

 

 

 １０月２４日（日）執行の湧別町長選挙および湧別町議会議員選挙の立候補予定者説明会を次

の日程で開催します。立候補の手続き、選挙運動の注意事項などの説明のほか、立候補の届け出

に必要な書類を配布しますので、立候補予定者または関係者はご出席ください。 
 

【日時】９月２４日（金）午前１０時：湧別町長選挙 

            午後 ２時：湧別町議会議員選挙 

【場所】上湧別コミュニティセンター ２階大会議室（上湧別屯田市街地） 

 

保育所開放日               ６ 

就学時健康診断 

学生の学びを支える応援給付金       ７ 

消毒用アルコール・飛まつ防止用シート 使用上の注意 ８ 

９月の健康運動教室・運動指導       ９ 

秋の農作業安全確認運動          10 

北見年金事務所出張相談所 

９月子育て支援センター予定表       11 

町民大学                 12 

町内のお店の方へ（敬老祝金商品券） 

 

〈目次〉 

町長・町議会議員選挙           １ 

町長・町議会議員立候補予定者説明会 
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敬老会 中止 

20 歳の集い 中止 

９月１日北海道シェイクアウト       ３ 

土砂災害警戒区域等の公示図書閲覧 

乳がん・子宮頸がん検診          ４ 

９月の当番病院              ５ 

令和３年７月大雨災害義援金 

中湧別保育所 施設見学会          ６ 
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10 月 24 日（日）は湧別町長選挙と湧別町議会議員選挙の投票日です 
○上 選挙管理委員会 ２－２１１２ 

担当課表記 ○上 ＝役場上湧別庁舎（上湧別屯田市街地） ○湧 ＝役場湧別庁舎（栄町） Ｇ＝グループ 

湧別町長および湧別町議会議員の立候補予定者説明会を開催します 
○上 選挙管理委員会 ２－２１１２ 
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令和３年第３回湧別町議会定例会が次のとおり開会される予定です。議会の様子は傍聴が可能

なほか、次の場所で生放送にて視聴できます。 

※傍聴する場合は、新型コロナウイルス感染症対策のためマスクをご着用ください。 

  

【日  時】９月１４日（火）午前１０時開会（予定） 

【場  所】議場（役場上湧別庁舎３階） 

【放送場所】湧別庁舎１階、上湧別コミュニティセンター１階、文化センターＴＯＭ 

 

 

 

 

 

９月７日（火）、８日（水）に開催を予定していました「湧別町敬老会」は、中止することと

しました。 

これは、北海道において「まん延防止等重点措置」を実施すべき期間が９月１２日（日）まで

延長されたための措置です。出席を予定されていた皆さまには誠に申し訳ありませんが、事情を

ご理解いただきますようお願いいたします。 

なお、敬老祝金（商品券）等贈呈の対象の方には、次のように郵送または贈呈します。 

 

●喜寿（満７６歳）の方：敬老祝金（商品券）をご自宅に郵送します。 

●米寿（満８７歳）の方：感謝状および敬老祝金（商品券）を、ご自宅を訪問し贈呈します。 

●白寿（満９８歳）の方：敬老祝金（商品券）を、ご自宅を訪問し贈呈します。 

 

 

 

 

 

９月１９日（日）に開催を予定していました令和３年「２０歳の集い」は、新型コロナウイル

ス感染症感染拡大に伴い、中止することとしました。 

新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえでの開催の準備を進めていましたが、道内をは

じめ全国的に感染が拡大していることから、緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の延長が

決定し、より強力に外出自粛が要請されました。また、現時点で緊急事態宣言対象地域に在住し

出席が困難な方が多くいることから、中止することとしました。 

参加予定だった方には、すでにお知らせしているとおり、記念品等を郵送させていただきます。 

度重なる延期、そして今回の中止により、参加を楽しみにされていた皆さま、ご家族の皆さま

にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。 

  

令和３年８月２５日発行 No.286 

町議会定例会が開会されます 
○上 議会事務局 ２－２１３０ 

「敬老会」を中止します 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

「２０歳の集い」を中止します 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 
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町は、９月１日（水）の『防災の日』に北海道が主催する「北海道シェイクアウト」に参加します。 

これは、地震を想定して参加者が同じ日時にそれぞれの場所で一斉に基本行動を行うもので、当日は、午

前１０時になりましたら、職員が１分間程度の基本行動（安全行動の１－２－３）を行う予定です。 

来庁・来館中のお客さまのご協力をいただくとともに、可能な範囲で、一緒に地震から命を守る安全行動

をとりましょう。 
 

【日 時】９月１日（水）午前１０時 

【実施場所】上湧別庁舎、湧別庁舎、教育委員会事務局、中湧別出張所、湧別図書館、中湧別図 

書館、ふるさと館ＪＲＹ、学校給食センター、各保育所・児童センター 

【訓練内容】時間に合わせて、各自がそれぞれの場所で、地震発生を想定し、おおむね１分間程 

度、基本行動（安全行動の１－２－３）を実施します。 

 

                      【安全行動の１－２－３】 
 

①ドロップ（まず低く） 

②カバー（頭を守り） 

                     ③ホールドオン（動かない） 

 

 
 

 

 

 

土砂災害防止法上の基礎調査結果に基づき、本年８月に北海道が新たに指定した町内の「土砂

災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」の公示図書が閲覧できます。 

今回の新たな指定により、町内の指定箇所数は４６カ所となります。 

 

土砂災害警戒区域  ：危険の周知や避難体制の整備などが求められる区域。 

土砂災害特別警戒区域：避難体制の整備に加え、一定の開発制限や建築物の構造規制などが 

           求められる区域。 

 

【閲覧期間】９月３０日（木）まで（土・日曜日、祝日は除く） 午前９時～午後５時 

【閲覧場所】○上 総務課 

【指定月日】令和３年８月１０日（北海道告示第５５２号） 

【指定箇所】 

自然現象の種類 所在地 指定区域名 土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 

土石流 南兵村二区 二十一号沢川 指定あり 指定なし 

※指定箇所の位置や区域は、「北海道土砂災害警戒情報システム（http://www.njwa.jp/ 

hokkaido-sabou/）」で閲覧できます。 
 

【問い合わせ先】北海道オホーツク総合振興局 網走建設管理部維持管理課 ℡０１５２－４１－０７２５  

～震災から命を守る 1 分間 みんなでやろう！シェイクアウト訓練～ 

９月１日（水）午前１０時 湧別町は北海道シェイクアウトに参加します 
○上 総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 

土砂災害警戒区域等の公示図書が閲覧できます 
○上 総務課 情報防災Ｇ ２－２１１２ 

令和３年８月２５日発行 No.286 
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２年に一度の受診を目安に、町の集団検診をご利用ください。 

 

【実施日時】 

日程 受付時間 
定員 

会場 申込締切日 
乳がん 子宮頸がん 

１０月２７日 

（水） 

①午前 ９時００分～ １５人 

各時間帯 

２５人 

保健福祉 

センター 

９月３０日 

（木） 

②   ９時３０分～ １５人 

③  １０時００分～ １０人 

④  １０時３０分～ １０人 

⑤午後 １時００分～ １５人 

⑥   １時３０分～ １５人 

⑦   ２時００分～ １０人 

※乳がん検診・子宮頸がん検診は同日に受けることができます。 

 

【対象者と料金】 

検査項目 
対象者 

（年齢は令和４年３月３１日時点） 

料金 

７４歳以下 ７５歳以上 

乳がん検診 

（マンモグラフィー撮影のみ） 
40 歳以上の女性 1,200 円 600 円 

子宮頸がん検診（細胞診） 20 歳以上の女性 1,000 円 500 円 

 経膣超音波検査 

20 歳以上の女性で、子宮頸がん検診を

受診した方 
 

※子宮を摘出された方は、経膣超音波

検査のみの受診も可能です 

500 円 

※生活保護世帯の方は無料です。 

※昨年度（令和２年４月～令和３年３月）に町の集団検診または個別検診で町の助成を受けられ 

た方は、今年度は助成対象外です。過去の受診年度がご不明な方は、お問い合わせください。 

 

【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、受付でご提示ください。 

【申 込 先】○湧 健康こども課 ℡５－３７６５ 

 

 

 
 

 

 

       

乳がん・子宮頸がん検診を実施します 
○湧 健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 

「新しい生活様式」を実践しましょう 

令和３年８月２５日発行 No.286 
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月 日 内科当番 外科当番 

９月 ５日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月１２日（日） 
はやかわクリニック 

（0158-49-2525） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

９月１９日（日） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月２０日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

９月２３日（祝） 
遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

遠軽共立病院 

（0158-42-5215） 

９月２６日（日） 
みずしま内科クリニック 

（0158-42-3214） 

遠軽厚生病院 

（0158-42-4101） 

 

 

 

 

 

令和３年７月１日からの大雨により、静岡県を中心に甚大な被害が生じています。この災害で

被災された方々を支援するため、次のとおり義援金を受け付けています。皆さまの温かいご支援

をよろしくお願いいたします。 
 

【義援金名称】令和３年７月大雨災害義援金 

【受 付 期 間】１０月３１日（日）まで（役場へ持参する場合は、１０月２２日（金）まで） 

【受 付 方 法】（１）郵便振替 

●加入者名：日赤令和３年７月大雨災害義援金 

●記号番号：００１１０－９－６０４２７６ 

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。 
 

（２）銀行口座 

口座名義：日本赤十字社
ニホンセキジュウジシャ

（下記３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５６７ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５６５ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０５０２ 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●義援金名 ●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日  ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課 ℡０３－３４３７－７０８１ 
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧 福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局）、 

○上 住民税務課、中湧別出張所 

令和３年７月大雨災害義援金を受け付けています 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

９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 

令和３年８月２５日発行 No.286 
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令和４年度から予定している保育所の統合・認定こども園化（民営化）に向け「中湧別保育所

施設見学会」を開催します。お誘い合わせのうえお気軽にご参加ください。 

 

【日 時】９月１２日（日）午前９時～１１時（時間内は自由に見学できます） 

【場 所】中湧別保育所 

【対 象 者】町内全域の就学前児童の保護者（児童も参加できます） 

 

 

 

 

 

次のとおり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。 

なお、お越しの際はマスクを着用し、入室前に消毒をお願いします。 

 

場所 上湧別保育所 芭露保育所 

日にち ９月７日（火） 

時間 午前９時３０分～１１時（３歳以上児のみ） 午前９時５０分～１０時２０分 

申し込み 不要 

問い合わせ先 上湧別保育所 ℡２－２４９０ 芭露保育所 ℡６－２０２６ 

 

 

 

 

 

来年、新たに小学校および義務教育学校に入学するお子さんを対象に、次のとおり健康診断を

実施します。 

年度内に町外への転出や町内での転居を予定している方、現在湧別町に住所はないが入学まで

に転入する予定の方は、教育委員会教育総務課までご連絡ください。 

なお、該当される方には、９月下旬までに案内文書を送付します。 

 

地区 湧別・芭露地区 上湧別・中湧別・開盛・富美地区 

日時 １０月５日（火）午後１時より受付開始 １０月１３日（水）午後１時より受付開始 

場所 保健福祉センター（栄町） 上湧別コミュニティセンター（上湧別屯田市街地） 

内容 内科検診・歯科検診・視力検査・聴力検査・知能検査 

対象 平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生まれのお子さん 

 

中湧別保育所施設見学会を開催します 
○湧 健康こども課 児童支援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 

就学時健康診断を実施します 
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

令和３年８月２５日発行 No.286 
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町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化しているなか、本町を離れた大学生等が安

心して日常生活を送ることができるよう、「学びを支える応援給付金」を給付します。対象とな

る方は、９月３０日（木）までに忘れずに申請してください。 
 

【対 象 者】令和３年６月１日現在、下記(１)～(３)すべてに該当する方が対象です。 

(１)本町を離れた学生で、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校、大学への進 

学を目的とした進学予備校のいずれかに在籍していること。ただし、高等専門 

学校は４年生以上、専修学校および予備校は１８歳以上の方に限ります。 

(２)(１)の学生の生計を維持する保護者のいずれかが、湧別町民であること。 

※保護者とは、①父母ともにいる場合は父母２人、②ひとり親家庭の場合は父 

母のどちらか、③父母ともにいない場合は学費や生活費を負担している方を 

いいます。①～③いずれにも当てはまらない方はご相談ください。 

(３)保護者全員の合算した令和３年度（令和２年中）の総所得金額が５００万円未 

満であること。 

 

【給 付 額】上記(１)の学生１人につき、１２万円 

 

【申請期間】９月３０日（木）まで 

 

【申請書類】●給付申請書（町ホームページおよび○上 企画財政課に備えています） 

●大学等の在学証明書（令和３年６月１日以降に発行されたもの） 

●学生の方名義の通帳の写し、またはキャッシュカードの写し（保護者名義は不可） 

●保護者全員の令和３年度（令和２年中）の所得証明書 

 

【申請方法】申請書類を直接持参または郵送にて提出してください。 

直接持参：○上 企画財政課、○湧 福祉課、中湧別出張所、芭露出張所のいずれか 

郵送  ：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課 

 

【給付方法】申請書類を審査した後、指定された口座へ入金します。 

      ●９月 ９日（木）までに申請     ： ９月２４日（金）に入金 

      ●９月１０日（金）～３０日（木）に申請：１０月１５日（金）に入金 

 

 

湧別町は、ふるさとを離れて学ぶ学生の皆さんを応援しています。 

新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていますが、 

将来の目標に向かってしっかりと歩んでください。 

 

学生の学びを支える応援給付金（再掲載） 
○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 
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火気厳禁 
消毒用アルコール 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えていま

す。消毒用アルコールは引火しやすく、取り扱いには十分な注意が必要です。 

また、感染拡大防止対策として、窓口やレジなどにビニールシートやアクリル板などが設置さ

れていますが、他県の商業施設では飛沫防止用シートに着火し火災が発生した例があります。 

設置の際には、次の点に注意しましょう。 

 

◆消毒用アルコールの注意点 

 ●消毒用アルコールは、とても引火しやすい液体です。 

火気の近くで絶対に使用しないでください。 
 

●霧状になると、引火する危険性が増します。 

密閉した室内で多量の消毒用アルコールを噴霧するのは、避けてください。 
 

●消毒用アルコールを詰め替えた容器には、消毒用アルコールであることや 

「火気厳禁」などの注意事項を記載してください。 
 

●容器を設置・保管する場所は、直射日光があたる場所や高温となる場所は避 

けましょう。また、容器を落下させたり、衝撃を与えたりしないでください。 
 

●容器に詰め替える際は、漏れ、あふれ、飛散に注意してください。 

また、室内で詰め替える際は、十分に換気を行うか、通風性の良い場所で 

行いましょう。 

 

◆飛まつ防止用シート設置時の注意点 

 ●火気や熱を発する機器から距離をとる。 

コンロなどの火気や白熱灯のような照明器具からも離して設置しましょう。 
 

●火災感知器やスプリンクラーの近くに設置しない。 

正常な動作の妨げになります。 
 

●誘導灯を隠さない。避難経路に設置しない。 

火災の際に避難の支障にならないよう注意してください。 
 

●飛まつ防止に必要な分を設置する。 

可燃物を減らして、火災リスクを減らす。 
 

●燃えにくい素材のものを選ぶ。 

難燃・不燃性のあるものや防炎品をおすすめします。 
 

●同じ素材なら板状のものを選ぶ。 

フィルム状のものに比べて燃え広がりにくいです。 

  

消毒用アルコール・飛まつ防止用シート使用上の注意 
遠軽地区広域組合 消防署 湧別出張所 ５－２３３８・上湧別出張所 ２－４１１１ 
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町民の皆さまの健康維持増進のために、湧別総合体育館で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 

【料  金】体育館の使用料（夏期：１日券１００円）を窓口でお支払いください。シーズン 

券（夏期）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 

９月 ４日（土） ①午前 1０時～１０時４０分 
 

②午後 ２時～ ２時４０分 

●ラジオ体操 

●ウォーキング（ウォーミングアップ） 

●リラクゼーション ２５日（土） 

【場  所】湧別総合体育館 アリーナ（栄町） 

【対 象 者】１８歳以上の町民（高校生を除く） 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物 

【定  員】①・②の時間帯ごとに１０人 ※先着順 

【申込方法】上記の実施日、希望時間帯（①または②）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の保険は、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 

９月 ２日（木） 午後２時～ ４時 

運動指導職員が、 

●筋力運動 

●有酸素運動 

●運動相談  などを指導します。 

 

※運動指導の予約・受付は不要です 

  ８日（水） 
午前９時～１１時 

１０日（金） 

１４日（火） 
午後２時～ ４時 

１６日（木） 

 ２２日（水） 
午前９時～１１時 

２４日（金） 

【場  所】湧別総合体育館 ２階トレーニング室（栄町） 

【対 象 者】高校生以上の町民 

  

９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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収穫期を迎え、農作業機械による事故の発生が懸念されています。９月から１０月までの２カ

月間、全国農作業安全確認運動が実施されますので、農作業中の事故を未然に防ぐため、常に周

囲の状況を確認する習慣や、機械の点検・整備をする習慣をつけましょう。 

 

【重点推進テーマ】「見直そう！農業機械作業の安全対策」 

【運動の重点事項】●重大事故に直結する収穫用機械の「転落・転倒事故」、「巻き込まれ事故」 

を起こさないため、常に周囲確認および機械の点検・整備を行いましょう。 

●乗用型の農業機械作業におけるシートベルト・ヘルメット着用を徹底しま 

しょう。 

●万一、事故が発生した場合に備え、労災保険などに加入し、事故補償対策 

も万全にしておきましょう。 

 

 

 

 

 

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。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 

９月１６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 

１０月２０日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時～  ５時 

１０月２１日（木） 午前 ９時～午後２時３０分 

１１月１８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 

【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。 

  

北見年金事務所出張相談所を開設します 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

秋の農作業安全確認運動を実施します 
○上 農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 
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子育て支援センターでは、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのための講座などさ 

まざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれば、どなたでも利用できますので、 

ぜひ一度遊びに来てみてください。 

 

※日曜日・祝日は閉館 

※開 放 日：湧別子育て支援センターで、親子で一緒に遊んだり、絵本を読んだりして自由に過 

ごすことができます。 

※育児学級：月・火曜日は湧別子育て支援センターで、木・金曜日は上湧別コミュニティセン 

ターで行っています。就学前の乳幼児とその保護者および妊婦の方が対象です。登 

録制です。申込用紙に必要事項をご記入のうえ、直接またはファクスにてお申し込 

みください。湧別子育て支援センターでいつでも受け付けています。 

月 火 水 木 金 土 

  １ ２ ３ ４ 

  

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

６ ７ ８ ９ １０ １１ 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

１３ １４ １５ １６ １７ １８ 

●乳幼児相談  

上湧別ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ 

閉館 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 

午後１時～５時 

 

 

 

 

●開放日 
午前９時～午後５時 

閉館 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

 

 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

２７ ２８ ２９ ３０   

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級げんき 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

●開放日 

午後１時～５時 

●たんぽぽ広場 
湧別午前 10 時 00 分 

～11 時 30 分 

※申し込み必要 

 

●開放日 

午後１時～５時 

★育児学級ぴよぴよ 

午前 10 時 00 分 

  ～11 時 30 分 

 

 

●開放日 
午前 9 時～午後 5 時 

●印は乳幼児とその保護者の方であればどな

たでも利用できます。 

 

★印は育児学級に登録している方が利用でき

ます。 

子育て支援センター９月の予定表を掲載します 
○湧 健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 
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 日常の身近な問題などについて学ぶ機会として、生涯学習講座「湧別町民大学」を開催します。 

多彩な講師を迎え、暮らしに役立つ知識や新たな気づきに結びつくようなお話をうかがいます。 

十分な新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開催しますので、ご家族、お友達、職場

のお仲間などお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。 

 

回数 月 日 講師 講演テーマ 

第１回 ９月２９日（水） 瀬古 利彦さん 
「心で走る」 

～いくつになっても夢中になれるものを探して～ 

第２回 １０月１３日（水） 丸谷 智保さん 「セコマ流～地域と共に歩む経営」 

第３回 １０月２９日（金） 本田 優子さん 
「アイヌ文化と北海道」 

～多様性を価値とする未来のために～ 

第４回 １１月１０日（水） 小林 快次さん 「僕はこうして恐竜博士になった」 

第５回 １１月２５日（木） 高野 優さん 「子は育ち、親も育つ。楽しまなくっちゃもったいない」 

【会 場】文化センターＴＯＭ（中湧別中町） 

【講 演 時 間】午後７時～８時３０分（９０分程度） 

【受 講 料】全５回共通受講：１,０００円 

１講座のみ受講：  ５００円 

       高校生以下、小・中学校ＰＴＡ会員は無料です。 

【申 込 方 法】事前に、電話またはファクスにて教育委員会社会教育課へお申し込みください。 

℡５－３１３２ FAX５－３７１０ 

 

 

 

 

９月に町内の喜寿（満７６歳）・米寿（満８７歳）・白寿（満９８歳）の方を対象に敬老祝金とし 

て、「湧別町内のお店（一部のお店除く）」で利用できる「敬老祝金商品券」をお贈りする予定です。 

 つきましては、商品券の取り扱いについて次のとおりご協力をお願いいたします。 

 

【商品券発行月日】９月７日（火） 

【商品券有効期限】令和４年２月２８日（月） 

【換 金 方 法】湧別町商工会に持参し、小切手を遠軽信用金庫（湧別支店または中湧別支店）で換金 

【換 金 期 限】令和４年３月１５日（火） 

【問い合わせ先】湧別町商工会 ℡２－２２７８ 

【商品券の見本】 

 

 

 

 

※商品券の色は「赤」です。 

町民大学の申し込みを受け付けています 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

町内のお店の方へ 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

見 本 
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