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報を瞬時に伝える全国瞬時

どの発生時に備え︑緊急情

地震・津波や武力攻撃な

①上りチャイム音

▼放送内容

時ごろ

▼訓練日時＝ 月 日㈫

ないようご注意ください︒

サートや防災体験︑スポーツ

タのほか︑親子で楽しむコン

例の異世代交流子どもフェス

も月間﹂がはじまります︒恒

主催による﹁平成 年度子ど

市子ども会育成連絡協議会

議会︵生涯学習課内︶

□
申・ 市子ども会育成連絡協

います︒

まざまなイベントを予定して

レクリエーション大会などさ

14

防災行政無線などによる
情報伝達訓練を実施します

警報システム︵Ｊアラー

②
﹁これはＪアラートのテ

11/14㈫
11時ごろ

11

容

異世代交流子どもフェス
タ（模擬店、雑貨販売、ゆ
るキャライベント、将棋・
工作教室等）
親子で楽しむクラシック
※事前申込み制

10時〜15時

子ども村

12月10日㈰

中部コミュニティセ 戦争体験語り部の集い

10時〜12時

ンター

12月17日㈰

大網白里アリーナ

※事前申込み制
※事前申込み制
スポーツレクリエーショ
ン大会
※事前申込み制

☎０４７５
︵７０︶
０３８０

エコパーク大網白里 親子防災体験
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みんな集まれ！
﹁平成 年度子ども月間﹂

内

12月９日㈯

９時〜12時30分 （メインアリーナ）

ト︶を利用した訓練を実施

※申込者が募集人数を上回った場合は抽選を行います。
管理課学校教育室 ☎０４７５
（７０）
０３７２

します︒

５歳児
47人
51人
51人
31人

ストです﹂︵３回繰り返し︶

30人

４歳児
42人
46人
49人
25人

市内に設置している防災

３歳児
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安全対策課消防防災班

幼稚園名
大網幼稚園
瑞穂幼稚園
増穂幼稚園
白里幼稚園

☎ ０４７５
︵７０︶
０３０３

〈募集人数（見込み）〉

電器店など

平成30年４月から市立幼稚園への入園を希望する園児を募集します。
▶入園資格＝市内に住所があり、
次の期間に生まれた方
・１年保育
（５歳児）
＝平成24年４月２日〜平成25年４月１日生まれ
・２年保育
（４歳児）
＝平成25年４月２日〜平成26年４月１日生まれ
・３年保育
（３歳児）
＝平成26年４月２日〜平成27年４月１日生まれ
▶申込書配布場所＝各幼稚園および教育委員会管理課
（市役所別棟２階）
※市ホームページからもダウンロードできます。
〈イベントスケジュール〉
▶申込書受付期間＝11月１日㈬〜10日㈮
※瑞穂幼稚園は７日㈫と９日㈭・大網幼稚園は２日㈭を除く。
日
時
会
場
※㈯・㈰・祝日を除く。
▶申込書受付場所・時間＝入園を希望する幼稚園・９時〜16時
12月３日㈰
農 村 環 境 改 善 セン
▶必要書類＝入園願、
支給認定申請書
（１号認定用）
、
世帯全員が記載さ
10時〜14時
ターいずみの里
れている住民票
（個人番号および本籍省略・続柄有）
、
平成29年１月１日に
本市に住民登録がなかった方は、
次のいずれかひとつ
12月９日㈯
①平成29年度市民税･県民税特別徴収税額の決定･変更通知書の写し
②平成29年度市民税・県民税税額決定･納税通知書の写し
10時30分〜
大里ホール
※父母両方分または生計中心者分
（祖父母等）
を提出してください。
11時30分

▼取付方法＝電池式の火災警

報器はネジやピンにより簡単

に取り付けられます︒

既
※に設置してる場合は︑点

検ボタンを押すなどして機

10

能の点検をしましょう︒

最
※大 年を目安に火災警報

安全対策課消防防災班

☎０４７５
︵７０︶
０３０３

市立幼稚園児を募集します

③﹁こちらは防災大網白里

されています。

行政無線および戸別受信機

います。

です﹂

安 全で 安心なまちづくりに尽力

④下りチャイム音

重思想の普及高揚に貢献されて

から︑最大音量で一斉に放送

年警察ボランティアなどを務め、

されますので︑災害と間違え

などの啓 発活動を通し、人権尊

火の取扱いには十分注意を

く活動され、現在は保護司や少

〜住宅用火災警報器を設置していますか〜

小倉氏は、市防犯 組合で長ら

はじめ、人権の花運動や人権教室

火災から大切な命を守るた

人権侵害による被害者の救済を

すべての住宅に火災警報器

ました。

め︑住宅用火災警報器を設置

権擁護委員に委嘱され、現在も

の設置が義務付けられていま

小倉 勉 氏（南横 川）が受章され

しましょう︒

内山氏は、平成18年10月に人

す︒寝室・階段・台所などに

章（全国防犯協会連合会）」を、

火災警報器を設置することで︑ ▼設置場所＝寝室・階段・台

法務大臣表彰を受賞されました。

器の交換を推奨しています︒

功労 者をたたえる「防犯 栄誉 金

所の天井または壁の高所

いる内山 佐 智 子氏（駒 込）が、

火災の発生を早期に知り︑避

地域の安全活動に尽力された

詳細は問い合わせください︒

人権 擁 護委員として活躍して

▼購入先＝ホームセンター︑

小倉勉氏が
防犯栄誉金章を受章

難を促すものです︒

内山佐智子氏が
法務大臣表彰を受賞
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平成30年度の保育施設・学童保育室の利用児童を募集します
申・ 子育て支援課保育班 ☎０４７５
（７０）０３４７
□

保

育

保育施設は、仕事や病気等により、
家庭で子どもの保育ができない保護
者に代わって保育を実施しています。
平成30年４月から保育施設の利用
を希望する児童を募集します。
▶利用できる基準＝保護者が就労等
により、
子どもの保育ができない方で、
保育の必要性の認定を受けた場合。
※認定を受けた場合でも、
希望する施
設への入所ができるとは限りません。
▶申込みができる施設
〈認可保育所
（園）
〉
第２保育所、
増穂保育所、
あさひ保育
園、大竹保育園、みどりが丘保育園、あ
りんこ親子保育園、
あひる保育園、
こな
か保育園
（平成30年4月から認可保育
園移行予定）
〈地域型保育事業
（※）〉
チャイルドルームキッズ・らぶ、エン
ジェルハートナーサリー、ありんこの

施

設

森保育園、きょうりゅうのたまご保育
園、
鈴木家庭保育室
※０歳から２歳までの子どもを保育す
る定員19人までの施設です。
◇申込書の配布・受付
▶申込書配布開始日＝11月１日㈬
▶申込書配布場所＝子育て支援課お
よび各保育施設
※先着順ではありません。
※市ホームページからもダウンロードできます。
▶受付場所＝子育て支援課
▶受付期間＝11月20日㈪〜12月４日
㈪
（㈯・㈰・祝日を除く９時〜17時）
※12月２日㈯・３日㈰は、９時から正
午まで休日受付を行います。
▶入所決定＝２月中旬までに希望施
設の利用の可否を決定します。
▶その他
平成3 0 年４月以前の入 所申込み
は、随時受付けています。

学

童

平成30年4月から学童保育室の利
用を希望する児童を募集します。
▶対象＝市内の小学校に就学してい
る現在１・２年生の児童および平成
30年４月から就学予定の児童
※申 込 状 況により定 員に余 裕があ
る場 合 は、高 学 年 の 受 入れを行
います。
▶利用要件＝保護者等が就労等をし
ているために、授業終了後に家庭保育
を受けられない児童がいる家庭
▶学 童保育室実 施場所＝各市立小
学校内
▶利用時間
平日＝授業終了後〜19時
㈯・夏休み等＝８時〜19時
※利用状況によっては休室となり、他
の学童保育室を利用していただく
場合があります。
※㈰・祝日・年末年始は休室

保

育

室

◇申込書の配布・受付
▶申込書配布開始日＝11月１日㈬
▶申込書配布・受付場所＝子育て支
援課・白里出張所・各学童保育室
※先着順ではありません。
※市ホームページからもダウンロード
できます。
▶受付期間＝11月20日㈪〜12月４日
㈪（㈯・㈰・祝日を除く９時〜17時）
※12月２日㈯・３日㈰は、９時から正
午まで休日受付を行います。
※学童保育室での申込書の配布・受付
けは14時30分から18時までです。
▶ご注意ください
・申込状況によっては、利用できない
場合があります。
長 期 休 業 期 間 のみ の 利 用も可能
です。
平成30年度夏休み利用申込の受付
けは、平成30年６月に行う予定です。

