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平成２１年１２月１０日発行

第１４３５号

お正月用「門松短冊」の配布について

浜頓別町人事異動発令
【新規採用】（１２月３日付）
所属課
職名
氏 名
事務分掌発令
病 院 准看護師 奥井 一二美 准看護師を命ずる

年末年始のごみ収集のお知らせ
■ごみ収集車の運行
年末…１２月３０日（水）まで通常運行
運休…１２月３１日（木）〜１月４日（月）まで
年始…１月５日（火）から通常運行
※吹雪・大雪等悪天候のときは、ごみ収集車の運行が遅れたり、
運休することがありますので、ご協力をお願いします。
■生ごみ収集車の運行
年末…１２月２９日（火）まで通常運行
運休…１２月３０日（水）〜１月３日（日）まで
年始…１月４日（月）から通常運行
■処理場へ直接搬入する場合
☆燃やせるごみ・燃やせないごみ（南宗谷衛生施設組合）
年末…１２月３０日（水）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（木）〜１月３日（日）まで
年始…１月４日（月）から通常どおり受入
☆危険ごみ（金ヶ丘一般廃棄物埋立処分地施設）
年末…１２月３０日（水）午後４時まで受入
休み…１２月３１日（木）〜１月５日（火）まで
年始…１月６日（水）から通常どおり受入
☆資源物（金ヶ丘ストックヤード）
年末…１２月３０日（水）午後５時まで受入
休み…１２月３１日（木）〜１月３日（日）まで
年始…１月４日（月）から通常どおり受入
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

新年交礼会開催のお知らせ
次のとおり新年交礼会を開催しますので、皆さんお誘いあわせの
うえ、お気軽にご参加ください。
◆日 時 平成２２年１月４日（月）
午前１１時より
◆場 所 福祉センター大ホール
◆会 費 １人１，５００円
※会券は実行委員会事務局（役場総務課総
務係）で購入願います。
℡２−２３４５（内線２１４）
（当日、会場でも購入することができます）
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

お正月用の「門松短冊」の配布は、市街地の方に
ついては役場出納室及び町内金融機関（北洋銀行、
稚内信用金庫、浜頓別郵便局、東宗谷農協）のカウ
ンターに１２月末日までご用意しておりますので、
ご利用の方はご自由にお持ち帰りください。
（２枚１
組）
なお、市街地以外の方は、従来どおり１２月２６日発行の広報に
折込みしますので、そちらをご利用ください。
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２−２３４５（内線２１４）

滝の湯年末年始業務のお知らせ
◎１２月３１日（木）午後３時から午後６時まで営業
◎１月１日（金）年始休業
◎１月２日（土）から平常どおり営業
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

歳末特別警戒のお知らせ
浜頓別消防団（浜頓別、下頓別、頓別）では、歳末の火災や各種
災害発生防止のため、消防車で警鐘しながら町内を巡
回しますので、ご協力をお願いします。
◆巡回期間 １２月２８日（月）〜３０日（水）
◆時 間 午後８時から１０時まで
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別支署 ℡２−２１１９

社会教育施設

年末年始の休館のお知らせ
◆休業期間

・多目的アリーナ、青少年会館
１２月３０日（水）〜１月５日（火）
・町立図書館
１２月２８日（月）〜１月５日（火）
◆問 合 せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

１２月は国民健康保険税の納期です！
１２月２５日は国民健康保険税の第４期（最終）の納期限です。
納期内に必ず納めましょう。また、すでに納期限を終えている町税
及び各種使用料等についても納め忘れがないか、お手元にある納付
書をもう一度ご確認ください。
何らかの理由により、納期限までに納められない場合は必ず納税
相談をお願いします。
町税及び各種使用料等の納付には、便利で安心な口座振替をお勧
めします。手続きは通帳と印鑑を持って、町内の金融機関または役
場住民課税務係までお越しください。
◆問合せ

冬の町民ミニドックのお知らせ
◆日

時

◆場
◆対

所
象

平成２２年１月２９日（金）
午前７時〜１１時
ほけんセンター
３０歳以上の町民
※基本健康診査については内容をご覧ください。

◆内 容
①基本健康診査（※特定健康診査）
（身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、眼底検査、心電図検
査、腹囲測定、診察）
２，１００円
☆対 象（※に該当する方は、それぞれの保険者
が決めた検診内容となります）
３０〜３９歳…医療保険にかかわらず全ての町民
４０〜７４歳…国保の方
※協会けんぽ（政管健保）、船員保険の被扶養
者の方に限り、特定健診受診券をお持ちの
方は受診できます（受診券をお持ちでない
方は、各事業所にお問合せください）。
７５歳以上…生活習慣病（高血圧、高脂血症、糖尿病、脳血
管疾患等）で治療や経過をみている方は、基本
健康診査の受診は主治医とご相談ください。
※特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目し、そ
の該当者及び予備群の方を判定します。４０〜７４歳の方が
対象です。
②胃がん検診（バリウムを飲んでＸ線撮影） １，３００円
③肺がん検診（胸部Ｘ線撮影） ２００円
④大腸がん検診（便潜血検査・２日分） ５００円
⑤前立腺がん検診（血液検査）…男性のみ ５００円
⑥骨粗しょう症検診（上腕Ｘ線撮影）…女性のみ ７００円
⑦肝炎検診（血液検査） ５００円
…平成２２年３月末に４０〜７０歳でこれまでに検査をしたこ
とがない方
※①〜⑦の健（検）診は自由に選択できます。
※国保加入者で①〜④全て受ける場合は２，１００円の補助があります。
７０歳以上の方は無料です。
◆申込み １月６日（水）までに、役場保健福祉課保健係に申込みく
ださい。℡２−２３４５（内線４０７）
※申込み締め切り後も受付いたしますが、できるだけ期
日までの申込みをお願い致します。

なかよし童話会クリスマス会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

役場住民課税務係 ℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/

時
所
容

１２月１９日（土）午後２時〜
図書館視聴覚室
絵 本「民話」「てぶくろ」
エプロンシアター「きたかぜとたいよう」
ゲーム「ボールリレー」
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第２面
製造事業所の皆さんへ

行事予定
月

日

行

事

ほけんセンター

12/16（水）第４回町議会定例会
12/17（木）足腰げんき教室
12/18（金）１歳６ヶ月児健診
12/25（金）リハビリ教室

役場３階議場
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

廣瀬町長の動向
１２月２１日（月）

工業統計調査にご協力ください

【１２月１０日〜１２月２８日】
場
所
時
間

12/15（火）健康回復セミナー⑨

宗谷森づくりセンター

13:00〜15:00
18:30〜20:30
10:00〜
12:30〜15:30
12:30〜14:00
９:45〜13:30

【１２月１０日〜１２月２８日】

消防議会（枝幸町）

議会を傍聴してみませんか
第４回浜頓別町議会定例会が１２月１６日（水）から開催されま
す。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２−２３４５（内線３０１）

エキノコックス症検診のお知らせ
エキノコックス症検診とは、キツネや野ネズミに寄生しているエキ
ノコックスという寄生虫に感染していないかを調べるための検診で
す。
採血（血液検査）だけの簡単な検査で、町民ミニドッ
クの中で行っています。
◆日 時 平成２２年１月２９日（金）
午前７時〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ①小学３年生以上の方
②以前受診したエキノコックス症検診の結果、異常なし
とされた方でその後５年以上検診を受けていない方
◆検 査 血液検査
※北海道エキノコックス症対策実施要領に準ずる
◆料 金 １９歳以上…２００円
１８歳以下・７０歳以上…無料
◆申込み 平成２２年１月６日（水）までに、役場保健福祉課保健
係に申込みください。
℡２−２３４５（内線４０７）

平成２１年工業統計調査を１２月３１日現在で行います。調査の
実施にあたっては、１２月から来年１月にかけて調査員が伺います。
調査票に記入していただいた内容については、統計法に基づき秘
密が厳守されますので、正確なご記入をお願いします。
◆問合せ 役場総務課企画広報係 ℡２−２３４５（内線２１９）

子育て応援特別手当（平成２１年度版）
の執行停止について
経済危機対策の一環として子育て応援特別手当（平成２１年度版）
を、第一子まで拡大して実施する予定でしたが、１０月１
５日、厚生労働大臣から執行停止について通知がありまし
た。
この通知により、浜頓別町では子育て応援特別手当（平
成２１年度版）の執行について検討を重ねて参りましたが、
この度、執行の停止を決定いたしました。
支給対象者の皆様には、多大なご迷惑をおかけしました
ことを深くお詫び申し上げます。
なお、厚生労働省お詫び文（支給対象者のみなさまへ）
につきましては、
厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）
に掲載されております。
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２−２３４５（内線４０１）

一般ゴミ収集車の音楽が変更になります
新ゴミ収集車の導入により、収集時の音楽を「おもちゃのチャチ
ャチャ」に変更します。
新ゴミ収集車は、１２月１４日（月）から運行を開始します。
☆収集ルート等の変更はありません。
☆ゴミの分別・リサイクルにご協力をお願いいたします。
☆生ゴミ収集車の音楽は変更ありません。（「たきび」）
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

宇曽丹小学校

クリスマスコンサートのお知らせ
〜音楽と文化の交流会〜

国保病院からのお知らせ
１２月旭川医大出張診療で、整形外科・眼科・小児科医師が決ま
りましたのでお知らせします。
◆整形外科 １２月２４日 小原医師（一日診療・予約制）
◆眼
科 １２月１６日
溜 医師（午前診療・予約制）
◆小 児 科 １２月１８日 向井医師（午前診療）

中頓別の音楽グループによるクリスマスコンサートを開催します。
皆さん、ぜひお越しください。
◆日 時 １２月２２日（火）開場…午後６時３０分
開演…午後７時
◆場 所 宇曽丹小学校
◆入場料 無料
◆内 容 歌とギター・チェロ・サックス等による演奏
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

臨時職員を募集します
◆募集人数
◆任用期間

１名
平成２２年１月４日（月）〜２月２６日（金）
（５４日間）
◆業務内容 造林関係事務ほか、パソコンへのデータ入力など
◆賃
金 日給 ６，１２０円
◆勤務時間 午前８時４５分から午後５時３０分まで
（正午〜午後１時まで休憩時間）
※土・日曜日、祝日は休み
◆雇用条件 町内に在住し、健康な方
◆募集期間 １２月１４日（月）【面接日】
※応募者は１２月１０日（木）〜１１日（金）の間に
宗谷森づくりセンターに履歴書を受取りに来てくだ
さい。
〒０９８−５７２２ 浜頓別町南２条２丁目８番地
℡２−３８２１ FAX２−３８７８

「野菜をたくさん摂ろう！」
〜食の健康教室のお知らせ
次の地区を対象に、食の健康教室を行います。野菜の魅力をより
多くの皆さんにお伝えしたいと思いますので、ぜひご参加ください。
男性の参加も大歓迎です。
◆日 時 平成２２年１月１４日（木）
午前１０時〜午後２時３０分頃
◆場 所 ほけんセンター多目的ホール
◆対象地区 浜頓別市街、常盤、楓、金ケ丘
◆内 容 ☆血圧・体重測定
☆講話「浜頓別町の健康課題について」
☆調理実習・試食「野菜の簡単・おいしいメニュー」
☆講話「野菜パワーの魅力」
◆参加費 ３００円（試食を希望する方）
◆持ち物 エプロン、三角巾、参加費、筆記用具、健康手帳（お持
ちの方のみ）
◆申込み・問合せ １月８日（金）までに、役場保健福祉課保健係
に申込みください。
℡２−２３４５（内線４０７、４１４）
※調理されない方、講話のみの参加などもできますので、申込み時
にご相談ください。
■その他の地区の開催予定について
・１月２８日（木） 頓別地区（頓別、斜内、豊浜）
・２月２４日（水） 下頓別地区（下頓別、高砂、宇津内、茂宇津内）
・３月 ４日（木） 安別地区（安別、共和、仁達内、ポン仁達内）
・４〜５月ごろ
豊寒別地区（豊寒別、豊牛）

〜レジ袋の削減は地球にやさしい活動です。買い物の際にはマイバックを持参し、『レジ袋いりません』のひと言を〜

第３面
北海道排水設備工事責任技術者
資格登録更新のお知らせ
次のとおり、更新申込みの受付けをしますので、関係書類を持参
の上、役場建設課管理係に申込みください。
◆受付期間 １月１８日（月）〜２２日（金）
◆対 象 者 資格期限が平成２２年３月３１日までの方
◆問 合 せ 役場建設課管理係 ℡２−２３４５（内線１３３）

水道凍結にご注意ください！
これから３月にかけて、水道が凍結し水が出なくなったり、水道
管が破裂したりする可能性がありますので、低温注意報などに注意
しながら水道を凍らせないようにしましょう。

凍結させないために…
水抜栓（元栓）の水抜きをしましょう。
①蛇口を閉める
②水抜栓（元栓）を 止 の方向に操作する
③蛇口をいっぱいに開ける
④空気入れ蛇口がある場合、これもいっぱいに開ける
⑤しばらくしてから蛇口と空気入れ蛇口を閉める

もし凍結してしまったら…
軽い凍結であれば、次の方法で修理することができます。
◎露出している管（保温筒などは取り外す）や蛇口などにタオルを巻
きつけ、上からお湯をゆっくりかけると、水が出るようになります。
◎立ち上がり管（蛇口とつながっている管）にお湯を注ぐと床下
にある管の解氷ができます。

それでも水が出ないときは…
上記の方法でも水が出ないときは、指定給水装置工事事業者へ修
理の依頼をしてください。
事業者
㈱寺沢組
㈲武田燃料
㈲ホクエイ
㈱高橋組
中田建設㈱
北開建設㈱
大地建設㈱
㈱あかつき

住

所

浜頓別町大通７丁目
浜頓別町南１条３丁目
猿払村猿払
浜頓別町緑ヶ丘４丁目
浜頓別町智福１丁目
浜頓別町緑ヶ丘１丁目
枝幸町目梨泊
浜頓別町緑ケ丘５丁目

電

町民新年書き初めコンクールのお知らせ
◆応募資格 町民及び浜頓別高等学校の生徒
◆部門及び課題
◎幼児の部「もち」 ◎小学１年生「まつ」 ◎小学２年生「は
る」 ◎小学３年生「友だち」 ◎小学４年生「美しい朝」 ◎
小学５年生「世界の国」 ◎小学６年生「夢を育てる」 ◎中学
生「羽ばたく夢」・「伝え合う心」 ◎高校・一般の部は自由
※高校・一般の部については審査を行わないで展示のみとします。
◆応募方法
◎用紙 ①幼児〜小学２年生…書き初め用紙半分
②小学３年生〜高校・一般の部…書き初め用紙
◎体裁 ・作品の裏側に部門・住所・氏名・年齢（学年）
・職業（学
校名）を記載した補助票を添付してください。
※補助票は教育委員会にあります。
・作品は丸めるなどして
折り目をつけないよう
にしてください。
◎締切り及び提出先
・締切り １２月２５日（金）必着
・提出先 町教育委員会社会教育係
℡２−４６６６
◆展示会
（１）期 間 平成２２年１月１９日（火）〜２９日（金）
（２）場 所 バスターミナルロビー・町立図書館内
※作品は終了後すべて返却します。

※凍結修理の費用は依頼者の負担となります。
◆問 合 せ 役場建設課上下水道係 ℡２−２３４５（内線１３９）

はまとんべつ温泉ウイング

年末年始の通常営業のお知らせ
年末年始も休まず営業いたしますので、ご利用いただきますよう
よろしくお願いいたします。
◆問合せ はまとんべつ温泉ウイング ℡２−４１４１

◆日

時

平成２２年１月３０日（土）
午前 ７：３０、８：３０、９：３０、１０：３０
午後 １３：００、１４：００、１５：００
※時間予約制ですので、希望受付時間をお知らせくださ
い。
◆場 所 ほけんセンター
◆乳がん検診（医師による視触診、問診、マンモグラフィ）
・対 象 ４０歳以上の町民
・料 金 ５０歳未満…２，０００円
５０歳以上…１，７００円（７０歳以上無料）
※無料クーポン券をお持ちの方は、忘れずにご持参く
ださい。
・定 員 １時間に１０名
※必要に応じて当日、精密検査があります。（費用は保険診療扱い
になります）
※予約で一杯になった場合はキャンセル待ちとなります。
◆子宮がん検診（子宮頸部細胞診、超音波検査）
・対 象 ２０歳以上の町民
・料 金 １，７００円（７０歳以上の方は無料）
※無料クーポン券をお持ちの方は、忘
れずにご持参ください。
・定 員 １時間に１２〜１３名
◆申込み 平成２２年１月６日（水）までに、役場
保健福祉課保健係に申込みください。
℡２−２３４５（内線４０８）

新年書き初め会のお知らせ
◆日 時
◆場 所
◆持ち物

平成２２年１月１８日（月）午前９時〜１１時
福祉センター
書き初めの用具、下敷（ラシャの下敷又は新聞紙等）、筆
（太いもの）、墨の入れ物（ドンブリ他）、文鎮、雑巾、
新聞紙、書き初め用紙
※書き初め会の作品は、コンクール作品の対象とします。

◆問合せ

町教育委員会社会教育係

話

２−２５１７
２−２１２５
０１６３５−４−５１５０
９−２５０１
２−２２４６
２−３１３１
０１６３−６２−４８３５
２−４０２５

乳がん・子宮がん検診のお知らせ

℡２−４６６６

≪注意事項≫
※子宮がん検診は、２年に１回の検診となったため、昨年度受診さ
れた方は対象になりませんのでご了承ください。無料クーポン券
をお持ちの方は、昨年度受診されていても受診できますので、こ
の機会にご利用ください。
※子宮がん検診（頚部がん、体部がん）に限って、町立病院でも受
診できます。希望の方には受診券を交付していますので、役場保
健福祉課保健係にお問合せください。

上下水道料金の冬期概算水量について
平成２２年１月〜４月分の上下水道料金については、冬期間の積
雪によりメーター検針ができないため、概算水量で料金の算定が行
われます。
概算水量については１２月１０日発行の「上下水
道料金のお知らせ」のハガキで通知しますので必ず
確認してください。
概算水量の変更希望がある場合、１２月２５日ま
でに役場建設課管理係にご連絡ください。
◆問合せ 役場建設課管理係
℡２−２３４５（内線１３３）

☆次回の広報の発行日は
１２月２６日です☆

第４面
一時保育をご利用しませんか
この一時保育事業は、保護者の急な仕事、冠婚葬祭、介護、傷病、
通院等により、一時的にお子さんを保育し、子育て支援の充実を図
ります。
◆対 象 ０歳（生後４ヶ月以上）から就学前までの乳幼児
◆期 間 ・利用者一人につき、一月当たり１４日以内
・保育は、一日（８時間）及び半日（４時間）単位
◆時 間 午前９時〜午後５時
◆定 員 一日当たり３人まで
◆持ち物
上靴、着替え一式、カップ、ティッシュペーパー１箱、排泄の自
立ができていないお子さんは紙おむつまたは紙パンツ、お尻拭き、
ビニール袋
・給食を利用する場合…
３歳未満児のお子さん→箸、スプーン、フォーク、おしぼり
３歳以上児のお子さん→白飯、箸、スプーン、フォーク、おしぼ
り、歯ブラシ
・午睡を利用する場合…バスタオル２枚（布団は保育所で用意します）
・アレルギーなどの為除去食が必要な方は、お弁当
・０歳でミルク、離乳食が必要な場合はミルク、離乳食
※全ての持ち物に名前を記入してください。
◆利用料
・４時間保育…６００円
・８時間保育…１，２００円
・給食を必要とした場合…一食１８０円
・４時間を越えて８時間以内の保育の場合は、１時間当たり１５
０円が加算されます。
・利用料は、翌月の２５日までに保育所に納入してください。
◆申込み及び手続き
☆保育所に連絡をしてから３日前までに一時保育申
請書を提出してください。
☆緊急の場合はご相談ください。
☆取り消す場合は早めに連絡をお願いします。また、
当日になってからの取り消しは朝９時までに連絡
してください。
◆問合せ 浜頓別保育所子育て支援担当 ℡２−３５３５

「日本 年金 機構 」が 来年 １月 １日 から スタ ート！
〜社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします〜
国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現を目指し、
社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年金機構」として生まれ変
わります。
◎現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事務所」と名
称が変わりますが、年金相談などの窓口として引き続きご利用い
ただけます。
◎日本年金機構の設立に伴い、国民の皆様方に何らかの手続きをし
ていただくことは一切ございませんので、ご安心ください。
◆問合せ 稚内年金事務所 ℡０１６２−７４−１００３

平成２２年度

保育所の入所児を募集します

◆入所の基準
保育所の入所基準は、児童福祉法に基づき児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育すること
ができないと認められる場合であって、かつ同居親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に保育所に入所させ
ることができます。
①昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
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を常態としていること。
③妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
④疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
⑤長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
⑥震災、風水害、火災その他災害の復旧にあたっていること。
⑦町長が認める前号に類する状態にあること。
◆保育年齢 生後４ヵ月〜就学前まで
別記：保育料徴収基準表（月額）
◆保 育 料
各月初日の入所児童の所属する世帯の階層区分
保育所徴収料金基準表（別記）による
３歳未満児
３歳以上児
階層区分
定
義
※入所する児童が２人以上いる場合は、保育
第 １
生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）
０円
０円
料の減免措置があります。
第１階層及び第４〜第
第 ２
市町村民税非課税世帯
１,３００円
１,２００円
◆募集期間
７階層を除き、前年度分
平成２２年１月１２日（火）〜２月５日（金）
の市町村民税の額の区
◆申 込 み
分が次の区分に該当す
第 ３
市町村民税課税世帯
７,８００円
４,８００円
・入所申込書は保育所、役場保健福祉課にあ
る世帯
ります。申込書に関係書類を添付し、保育
第 ４
第１階層を除き、前年分
６４,０００円未満
２０,８００円 １６,６００円
の所得税課税世帯であ
所に申込みください。
６４,０００円以上
第 ５
３１,７００円 ２４,５００円
って、その所得税の額の
・平成２２年度の入所につきましては、入所
１６０,０００円未満
区分が次の区分に該当
１６０,０００円以上
の実施基準に基づき入所承諾をいたしま
第 ６
４２,２００円 ２９,８００円
する世帯
４０８,０００円未満
す。
第 ７
４０８,０００円以上
４５,０００円 ３０,８００円
・入所実施基準に該当しない方には、条
件付で入所承諾をする場合もあります。
◆問 合 せ 浜頓別保育所 ℡２−３５３５

ウォーキング＆ストレッチング＆ゴム体操のお知らせ
◆日

時

◆場 所
◆対 象
◆指導者
◆内 容

◆参加料
◆その他
◆申込み

平成２２年１月２０日〜３月３１日 毎週水、金曜日
※２月１２日（金）は休館日のためありません。
午後１時３０分〜３時
計２０回
多目的アリーナ
町内在住の町民
体育指導委員、保健福祉課職員、教育委員会職員
①当日の健康チェックの実施（自己判断）
②目標心拍数の設定 ③実施前の心拍数の計測
④準備体操
⑤ウォーキングの実践
⑥実施後の心拍数の計測
⑦ストレッチングの実践
⑧ゴム体操の実践
無料（但しスポーツ傷害保険等に加入していない方は、各自で加入することをお勧めします）
・途中からの参加も可能です。
・主催者は、参加者の負傷などの責任を負いません。
平成２２年１月１５日（金）までに申込みください。
・町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
・役場保健福祉課地域包括支援センター ℡２−２３４５（内線４０６）

