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①65歳以上の方。体力、気力の低下が気になる方。

② 誰かと一緒に運動したり、健康寿命を延ばす活動をしてみ

たい方（６４歳以下でも可）。

※ 健康チェックは行いませんので、体調

に不安のある方は事前に主治医への

確認をお願いします。

地域包括支援センターから

中央公民館 東公民館
西春別

ふれあい
センター

７月 13日㈭ 11日㈫ 18日㈫

８月 10日㈭  ８日㈫ 22日㈫

参加
対象者

地域包括支援センターは、高齢者の介護や生活の困りごとの総合相談窓口です
■申込み・問合せ／℡  79-5500（直通）　役場１階福祉部内

　高齢となっても健康寿命を延ばし地域でいきいきとした生活

が送れることを目標として、月1回、運動指導や健康維持に関

する教室を開いています。

　認知症予防にもつながる「脳活性化を意識した運動」も行い

ます。

※会場の都合や天候により予定を変更することがあります。

9：45～受付　10：00～11：30体操教室

参加費
無料

いきいき元気あっぷ
健康体操教室日程

福祉課から

　㈶日本遺族会は、「戦没者遺児による慰

霊友好親善事業」の参加者を募集していま

す。

　本事業は、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、亡き父等の眠る地に赴き、心ゆくまでの慰

霊追悼を行うとともに、現地の方々との友好親善を図ることを目的としています。

　費用は、参加費として10万円です。（集合場所までの交通費等は含まれていません）

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の実施について

実施地域 実施時期 募集人数 申込締切

１ 西部ニューギニア 平成29年９月2₅日㈪から10月４日㈬ 35 平成29年７月2₅日㈫

２ マリアナ諸島 平成29年10月２日㈪から８日㈰ 40 平成29年８月２日㈬

３ 東部ニューギニア（１次） 平成29年10月11日㈬から18日㈬ 40 平成29年８月10日㈭

４ トラック・パラオ諸島 平成29年10月14日㈯から21日㈯ 40 平成29年８月18日㈮

５ 北ボルネオ・マレー半島 平成29年10月24日㈫から11月２日㈭ 20 平成29年８月23日㈬

６ フィリピン（１次） 平成29年11月１日㈬から８日㈬ 120 平成29年９月１日㈮

７ ソロモン諸島 平成29年11月1₅日㈬から22日㈬ 20 平成29年９月1₅日㈮

８ ミャンマー（１次） 平成29年11月27日㈪から12月６日㈬ 60 平成29年９月27日㈬

９ 台湾・バシー海峡 平成30年２月１日㈭から７日㈬ 20 平成29年12月１日㈮

1₀ 東部ニューギニア（２次） 平成30年２月７日㈬から14日㈬ 42 平成29年12月７日㈭

11 ミャンマー（２次） 平成30年２月26日㈪から３月７日㈬ 60 平成29年12月22日㈮

1₂ フィリピン（２次） 平成30年３月13日㈫から20日㈫ 120 平成30年１月12日㈮

13 中国 平成30年３月22日㈭から30日㈮ 80 平成30年１月22日㈪

実施地域 実施時期 募集人数 申込締切

１ 西部ニューギニア 平成30年１月18日㈭から27日㈯ 36 平成29年11月17日㈮

２ ビスマーク諸島 平成30年２月７日㈬から14日㈬ 36 平成29年12月７日㈭

３ マーシャル・ギルバート諸島 平成30年３月10日㈯から18日㈰ 36 平成29年11月10日㈮

<実施地域>

<特定地域>

問合せ／社会・障がい福祉担当（内線1312）
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建築住宅課から　全国的に空き家の増加が課題となっているなか、本町においても適正に管理がされていない

空き家等が増えています。町では、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家等

の適正管理や有効活用に向けた基礎資料とするため実態調査を行います。

　町が委託した調査員が、空き家と思われる建築物について、道路等の敷地外より目視による外観調査および写

真撮影などを実施します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

【調 査 対 象】別海町内の各市街地にある空き家の可能性のある建築物（住宅・店舗等）

　　　　　　　 （別海、西春別駅前、尾岱沼、西春別、中春別、上春別、中西別、本別海、上風連他）

【調 査 時 期】平成29年７月１日から平成30年２月上旬（予定）

【調 査 内 容】以下の事柄について、外観目視により空き家の判別調査を実施します。

　　　　　　　 また、遠景、近景およびその腐朽度合が分かるような写真の撮影を実施します。

　　　　　　　 ◦建物の腐朽破損度（建物全体、擁壁、外壁、屋根、窓ガラス、出入り口の状況）

　　　　　　　 ◦対象物の構造（表札、木造、非木造、階数等）

　　　　　　　 ◦敷地の状況（雑草、樹木、塀、電気メーター、郵便ポストの状況等）

　　　　　　　 ◦その他の周辺環境（接道状況、売却・賃貸募集看板の有無等）

【調査後の予定】 現地調査の結果、空き家等と思われる建物の管理状況および今後の利活用に関する意向調査（ア

ンケート）を建物の所有者宛にお送りする予定です。

【そ の 他】調査員は、町が発行する身分証明書の携行および腕章を必ず着用して調査を実施します。

問合せ／住宅担当（内線3313）

　町では、農業生産条件が不利な地域における農業生産活

動を継続するため、農地面積に応じて一定額を交付する中

山間地域等直接支払制度を実施しており、平成28年度の

集落協定および実施状況等を次のとおり公表しています。

　また、町ホームページでも公表していますので、ご覧ください。

■公表期間　６月30日㈮から７月28日㈮まで（土、日、祝日を除く）

■公表時間　午前９時から午後５時まで

■公表場所　役場１階　農政課農業政策担当 問合せ／農業政策担当（内線1412）

農政課から
中山間地域等

直接支払交付金事業に係る
集落協定等を公表します

　平成29年度、北海道空き家情報バンクで

は、467件の物件を取り扱い、75件の成約

がありました。皆さんのご利用をお待ちして

います。

　なお、売りたい（貸したい）物件の登録希

望やさらに詳しく知りたい場合は、下記まで

問い合わせください。

問合せ／ （公社）北海道宅地建物取引業協会

　TEL011-642-4422

北海道空き家情報バンク

空き家等実態調査について

北海道からのお知らせ

QRコード
から簡単
アクセス！

https://www.hokkaido-akiya.com

売りたい人
（貸したい）

買いたい人
（借りたい） 移住情報ポータルサイト

北海道空き家情報バンク

北海道空き家情報バンクのしくみ

宅建業者 交渉・契約

登録

情報入手

連
携
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 ■日時　８月４日㈮　開場  午後６時　開演  午後７時

■会場　別海町中央公民館

■チケット　前売り2,000円　当日2,500円（各１ドリンク付き）

■チケット販売　別海町各公民館、ミュージックショップぴっくあっぷ

　　　　　　　　中標津町総合文化会館、根室市総合文化会館

　　　　　　　　標津町生涯学習センター、大和屋

■主催　酒井俊JAZZコンサート実行委員会

■共催　別海町中央公民館

　※当日はアルコールの提供もしていますが、車でお越しの方は、飲酒をご遠慮ください。

問合せ／中央公民館　TEL75-2146

生涯学習課から

【種目】⑴フルマラソン（高校生以上）

　　　 ⑵５㎞（小学４年生以上）

【申込締切日】▪インターネット／7月31日㈪

▪郵便振替／⑴フルマラソン　７月18日㈫

　　　　　　⑵５㎞　　　　　７月28日㈮

▪学校、少年団等の団体申込締切日／7月28日㈮

※ 締め切り後の申込は受け付けません。

　 参加の手引きは、役場、各支所、各公民館、町民体育館に

あります。

　第39回別海町パイロットマラソンを10月１日㈰に開催し

ます。

　開催にあたり、フルマラソン、５㎞マラソンの参加者と、

別海町らしいあたたかな気持ちでランナーを支えてくださる

ボランティアスタッフを募集しています。

　参加申込等の詳細については、下記担当まで問い合わせく

ださい。

▪申込締切日　8月31日㈭

＜主な仕事内容＞　ご希望の内容をお申し出ください。

大会当日　①関門での給水、スポンジ渡し　②秋味なべの野菜切り作業等

　　　　　③完走賞渡し係　など

【別海町パイロットマラソン実行委員会事務局】教育委員会生涯学習課社会体育担当（内線3711）

　1976年伝説のJAZZ CLUB「ミスティー」で歌い始め、阪神淡路大

震災の後に生まれた「満月の夕」と出会い、2003年に「第45回日本レ

コード大賞企画賞」を受賞。

　また、NHKへの出演や連続ドラマの挿入歌提供等を行い、現在も国

内外で活躍されている酒井俊さんの生歌を、ぜひこの機会にお楽しみく

ださい。

●●●●●●
●●●●●●
ボランティア
スタッフ募集

●●●●●参加者募集

第39回別海町
パイロットマラソン

中央公民館から

1976年伝説のJAZZ CLUB「ミスティー」で歌い始め、阪神淡路大

酒井俊
JAZZコンサート

問合せ
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すてきな
ペンケースを作ろう

■講　　師　 浅井えり子氏 （1988年ソウル五輪女子マラソン日本代表）

■日　　時　８月19日㈯　午前10時から正午まで 

■対　　象　高校生以上30名（町内の方優先）

■会　　場　 別海町営パークゴルフ場管理棟およびランニングコース

■集合場所　別海町営パークゴルフ場管理棟

■持 ち 物　 タオル、水分補給用飲物、ランニングシューズ

■申 込 み　８月17日㈭まで

夏休み手芸教室

■日　　時　８月９日㈬　①午前の部　午前10時から正午
　　　　　　　　　　　　②午後の部　午後１時30分から午後３時30分
■場　　所　郷土資料館研究室
■内　　容　①お話―大昔のべつかい　②体験活動―まが玉づくり
■定　　員　小学校以上　午前、午後とも15名（親子参加可）
■参加申込　 ７月31日㈪までに、電話、FAXまたはメールで、お名前と

電話番号をお知らせください。

郷土資料館だより
郷土資料館から

図書館から

大昔のべつかい「まが玉作りに挑戦しよう」

浅井えり子さんのランニング教室
 「マラソンをより深く、もっ

と楽しく」

　パイロットマラソンアドバ

イザーでお馴染みの浅井えり

子さんが、本町のマラソン愛

好者に「マラソンを走るコツ」

を伝授してくれます。

スポーツセンターだより

サマースクール

■日　時　８月９日㈬

　　　　　午後１時から午後３時

■場　所　図書館２階視聴覚室

■対　象　小学校３年生から６年生

■定　員　30名

■申込み　７月28日㈮まで

　 （電話またはFAXにてお申込みください。）

■ 持ち物　裁縫道具、筆記用具、はさみ

　（その他の材料は図書館で用意します。）

■協　力　手作り布絵本サークルたんぽぽ

■ 参加費　無料　完成した作品は、８月10日㈭か

ら８月15日㈫の期間、館内に展示します。

　中学校が夏休みの期間は下記のとおり開館します。
　７月26日㈬、８月９日㈬、16日㈬　（８月２日は休館
させていただきます。）午前10時30分から午後３時まで
＊ 通常の開館日とは開館時間が違いますのでご注意ください。

上西春別中学校開放型図書室
開館日程のお知らせ

７月の休館日　１日、２日、10日、15日～17日、24日、29日、30日

８月の休館日　５日、６日、11日、14日、19日、20日、28日

問合せ／郷土資料館
TEL・FAX 75-0802
Eメール kyoudo@betsukai.jp

７月の休館日　３日、10日、17日、18日、24日、27日（月末休館日）、31日

８月の休館日　７日、11日、14日、21日、28日、31日（月末休館日）

 ※ 月末休館日は、図書整理
等のため休館させてい
ただきます。

 　 休館中の返却は玄関横
の返却ポストをご利用く
ださい。問合せ／図書館　TEL 75-2266  FAX 75-0506　Eメール tosyo@betsukai.jp

パイロットマラソン攻略!

■日時　７日、14日、21日、28日㈮
　　　　午前11時から（15分程度）
■場所　図書館「お話のコーナー」
■対象　０歳から３歳程度

　図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞かせや手遊びな
どをします。お気軽に参加ください。

問合せ・申込み 別海町総合スポーツセンター TEL75-2882　FAX75-0418　Eメールsports@betsukai-pf.or.jp
申込みの場合は、氏名、年齢、住所、電話番号をお伝えください。

小さい子の
お話の時間
（７月）
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