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社協だより

温かい善意ありがとう
ございます

「青春キャッチ5・7・5」
（平成19年度入選作品）
キャッチ賞

がんばれば 最下位だって 悔いはない
（小学生高学年の部 佐藤 颯人）

文化ギャラリー展示案内

●11月26日（水）〜12月11日（木）

・日本旅行写真家協会写真展
日本列島縦断24時間
―Japanese Workers―
・第二小学校親子ふれあい写真展
・第2回青少年ワークショップ写真展
※12月12日（金）は、作品入れ替えのため
休館
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●12月13日（土）〜12月29日（月）

・A Day in the Life of AFRICA
−100人の写真家が見たアフリカの１日−
<併設>
コーナー
・国連ミレニアム開発目標（MDGs）
・
「2008年にMISIAが見たアフリカの今」
コーナー
※ 12/30 〜 1/5までは作品入れ替えと年
末・年始のため休館です。

「A Day in the Life of AFRICA」
より

平成21年度新入園児の募集
幼児センタ−「ももんがの家」は、平成21年度入園希望者を募集します。希
望される方は、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、期日（締め切り12
月26日）までにお申し込みください。現在入園されている園児の手続きは不要
です。

幼児センター
１．短時間型

（１）入園資格 町内に居住をしている幼児で、満3歳児か
ら同5歳児（平成21年4月1日現在）
（２）募集園児予定数（11月1日現在）
3歳児 50人 （定員50人）
4歳児 13人 （同50人）
5歳児 17人 （同50人）
（３）保育年齢別区分（生まれ日区分）
3歳児−平成17年4月2日から同18年4月1日まで
4歳児−平成16年4月2日から同17年4月1日まで
5歳児−平成15年4月2日から同16年4月1日まで
（４）保育内容・保育時間
●早朝保育 午前7時半〜同9時
●通常保育 午前9時〜午後1時半
●預かり保育（月〜金曜日）
イ．午後1時半〜同4時 ロ．午後1時半〜同5時
▼土曜日、長期休み時の対応 イ．午前9時〜午後1
時半 ロ．午前8時〜午後5時
※家庭の事情に合わせ、最長午前7時半〜午後5時ま
で保育します。

２．長時間型
（１）入園資格 小学校就学前の児童で、保護者（保護者
と別居している場合は乳幼児の面倒を見ている者）
のいずれもが、児童を保育することができないと認
められる場合
①昼間に居宅外で労働することが常態であること
②昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外
の労働をすることが常態であること
③妊娠中であるか、出産後間もないこと
④疾病や負傷した場合、または精神や身体に障がい
があること
⑤長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神や
身体に障がいのある同居の親族を常時介護してい
ること
⑥震災、風水害、火災、その他の災害復旧に当たっ
ていること
⑦前項に類するものとして、町長が特に認めたもの
（２）募集園児予定数（11月1日現在）
・零歳児 8人（定員9名）
・ 1 歳児 10 人（同 18 人）
・2歳児 9人（同24人）
・3歳児 若干名（現在3人）（定員22人）
・4歳児 若干名（同3人）（定員23人）
・5歳児 若干名（同3人）（定員24人）
※定員は120人、年齢別定員は目安です。
零・1・2歳児は、定員を超えた場合、保育実施基
準による選考を行い、優先順位によって入園を決
定する場合があります。
（３）保育年齢別の区分（生まれ日区分）
零歳児−生後6カ月前後の乳児から対応可能
1歳児−平成19年4月2日から同20年4月1日まで

2歳児−平成18年4月2日から同19年4月1日まで
3歳児−平成17年4月2日から同18年4月1日まで
4歳児−平成16年4月2日から同17年4月1日まで
5歳児−平成15年4月2日から同16年4月1日まで
（４）保育内容・保育時間
・早朝保育 午前7時半〜午前8時
・通常保育 午前8時〜午後4時
・時間外保育 午後4時〜同6時半
・延長保育 午後6時半〜同7時
※最長午前7時半から午後7時まで保育します
・障がい児保育 午前8時〜午後4時
（保育に欠ける障がい児で、健常児と共に保育する
ことが望ましく、集団保育が可能で、日々通園す
ることができる特別児童扶養手当の支給対象児を
保育します。入園にあたって関係機関等の意見を
聞くことになります）

３．募集期間

12月15日（月）から12月26日（金）まで（その後は随時ご
相談ください）
午前8時半から午後5時半まで（日、祝日は除く）

４．申し込み方法
入園申込書に必要事項を記入して幼児センタ−に提出
してください。
入園を希望される方は、平成20年分所得税額（平成20
年分源泉徴収票）または平成20年度町民税額を証明で
きる書類、その他必要な証明書等を提出していただき
ます。所得税額が確定しておりませんので、所得税額
がわかる書類は後日提出していただきます（入園申込
書は12月1日以降幼児センタ−に用意しています）。

５．保育料
・短時間型 長時間型保育料を基本として、保育日数
と保育時間を考慮し、各所得階層に応じて決まりま
す（保育料の基本的な考え方は、長時間型と同じで
す。）
・長時間型 国から示される保育所徴収基準額表を準
用し、前年分（20年）所得税額、または前年度（20
年度）の町民税額と児童の年齢区分により料金が決
まっています（平成20年度の保育料は国から示され
る保育所徴収金基準額表の90％以内で、各階層区分
を細分化して負担の軽減を図っています。減額対象
範囲を小学生まで拡大した料金改定を実施していま
す）。

６．その他
年度内の入園申し込みは随時受け付けています。
入園説明会は、平成21年２月12日（木）の予定です。
お問い合わせは、幼児センター（西4号北8）
☎82−3400 FAX82−4660
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パーティー

催のライブコンサート﹁ＬＩＶＥ

町内音楽グループの演奏と商工

ｓ﹂を今年も盛大に開催します︒

15

ｄｅ

︵鶴岡恒男会長︶︑環境省︑上川

11

大雪と東川町の自然を守る会

支庁などが一緒になって毎年駆除

16

がまとまりました︒

町幼児センターはこのほど︑

会青年部の協力で︑ビールなど飲

月 日から 月 日
までに社会福祉事業にご
寄付をいただきました方
は次のとおりです︒

藤田淳子様
山崎 通様
中西義昭様
南島登喜様

︽ご香典の返礼にかえて︾

西町３丁目
西町２丁目
区
区

10

幼児センターに苦情解決窓口設

﹁苦情解決窓口﹂を設置しました︒

活動を行っています︒今年は

食コーナー︑地元特産品が当たる

10

置︑第三者委員を選任

センターで提供する保育サービス

末で活動を終え︑２千７７２匹

大 抽 選 会 ︑お菓 子のプレゼント︑ア

月

に関して︑保護者等から苦情処理

︵前年比３６１匹減︶を捕獲しま

ニメ映画上映会を予定しています︒

を受け付ける窓口です︒

した︒うち女王バチは６９６匹

収益金は歳末助け合いに寄付す

る予定です︒こぞってご参加くだ

月 日︵日︶午後４時から

水野忠昭

今月のくらしの相談日
ご案内

12 15

責任者は町教育委員会教育長︑

大雪山旭岳の鏡池周辺で５匹︑

さい︒

︵同３３８匹減︶でした︒

日時
21

受け付け担当者は幼児センター園

旭岳温泉街で７匹捕獲され︑旭岳

場所 農村環境改善センター

のお花畑周辺に巣を作って繁殖を

始めた可能性を示す結果が見つか

前売り︑当日券ともに

チケット

高校生以上千円︵５００円の飲

食券付き︶

フレンドシップながさ

わ︑道草館︑各協賛社

取り扱い

事務局の今野さん

りました︒繁殖域が大雪山の高山

域にまで広がっていることを示す

残念な結果になりました︒

たくさんのご協力をいただき︑

ありがとうございました︒今後も

12

長です︒保護者等の皆さまからの

生の声を直接おうかがいし︑問題

の解決に当たります︒

同時に第三者委員２人を選任し

ました︒

担当者から受けた苦情内容の報

告聴取︑保護者等からの苦情の直

接受け付けなど︑日常的な状況把

駆除継続を予定しています︒多く

握と意見傾聴が主な職務です︒

の方に駆除参加をお願いします︒

月 日

町民のみなさんの困っ
ていることなど︑相談日
を設けて毎月一回第3木
曜日午後１時半から同４
時まで社協相談室で相談
に応じています︒
今月の相談日と相談員
は次のとおりです︒

18

☎０９０|５９８７|２８６４︑

苦情の解決は︑社会的公平性︑

下込さん☎０９０|６６９５|

12

お問い合わせ

客観性を確保し︑保護者の立場な

１８２９︑菊地さん☎０９０|

北ブロック旭川地区予選兼東川カッ
プ（10月13日・東川Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ー）
▼女子決勝
旭川神居 ２−０ 東川

﹁セイヨウオオマルハナバチ﹂

【バレーボール】
◆第 28 回道新カップ小学生大会道

２０５４|９８１０

◇女子団体 ①東川
◇同個人 ①照井智生瑠（東川）③
岡崎みずほ
（同）
◆第14回ななかまど杯少年大会（10
月26日・旭川市総合体育館）
◇団体 ▼中学生 ③東川Ａ
▼小学生低学年 ②東川Ａ
◇個人 ▼小学生３・４年 ②高畠脩
（東川小）
◆第 23 回北海道スポーツ少年団交
流大会予選会（10月26日・旭川市総
合体育館）
▼上川予選団体 ①東川剣道

先が白くなっているのが特長です︒

花の受粉を助けてくれる在来種の

﹁オオマルハナバチ﹂は︑縞模様

の尻の毛先が黄色になっています︒

|５３１２

ｄｅ

Ｘｍａｓ﹂

お問い合わせは︑同会の鶴岡さん

☎

ｉｎ

チャリティー﹁ＬＩＶＥ

パーティー

の開催
東川イベントサポートクラブ

東川イベントサポートクラブ主

各種大会成績
【剣道】
◆第 35 回上川管内中学校新人戦
（10月25日・旭川啓北中体育館）

は︑丸い体型で︑縞模様の尻の毛

|２

82

第三者委員は次の方です︵任期

10

どに配慮した対応を心がけます︒

区︶☎

11

は 月１日から３年間︶︒

▼飛弾野一重氏︵

|４８２３

７５４▼古野和枝氏︵東町２︶☎

大雪と東川町の自然を守る会

セイヨウオオマルハナバチの駆

除結果

希少種の高山植物などが絶滅し

てしまう︑などとして問題になっ

ている外来種バチ﹁セイヨウオオ

マルハナバチ﹂の今年の駆除成果

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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