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令和 2 年版ふるさとカレンダーを、11 月 3
日㈰に開催される「第 14 回木のくにときが
わまつり」会場にて販売を開始します。今回
は「ふるさとの川」をテーマに、ときがわ町
の四季折々の写真が掲載されています。

価　格     １部 500 円（1,000 部限定）

販　売     （予定）ときがわ町観光協会、と
きがわ町商工会、建具会館、都幾
川四季彩館、ふれあいの里たまが
わ、いこいの里大附、比企がたり
本舗「前澤屋」、サラダ館都幾川「田
中屋」、慈光寺ほか

その他      10 部以上購入の場合、カレンダー
貼付用の店名（会社名）シール贈呈

令和 3 年版ふるさとカレンダーに掲載する
写真のテーマは『山・四季・ときがわ』です。
ときがわ町の魅力が伝わるような風景を「ふ
るさとカレンダー」に掲載してみませんか。

募集期間     令和2年6月１日㈪～7月31日㈮

募集資格    ときがわ町在住または在勤の方

写真規格    ・  平成 31 年４月１日以降にと
きがわ町で撮影された未発表
の写真。

　　　　　  ・  印画紙にプリントした横 2L
サイズの写真。（パノラマ不可）

「ふるさとカレンダー」
販売 及び 写真応募 についての

問い合わせ
ふるさとカレンダー編集委員会

（ときがわ町観光協会）
☎81-5930

（大字西平709-3　建具会館内）
（㈫㈭を除く９時30分～15時30分）

　令和 2 年版
　ふるさとカレンダーが
　販売されます

　令和 3 年版
　ふるさとカレンダーの
　掲載写真を募集します

テーマ  『 みんなで力を合わせ笑顔あふれるまちづくり 』

11月2日㈯・3日㈰に、ときがわ町路線バスをご利用いただき会場にお
越しの方は、本ページ下段に印刷してある「路線バス乗車券」を切りは
なして、降車の際、整理券と一緒に運賃箱にお入れください。乗車賃は
無料となります。また、路線バス乗車券が不足の場合は、産業観光課、
ときがわ町文化センター事務室で配布しています。なお、当日は、木の
くにときがわまつり会場（体育センター内本部席）でも配布します。詳
細については、10月25日㈮の朝刊折込チラシをご覧ください。
※イベント内容は変更になる場合があります。

路線バス乗車券 について

問   産業観光課　☎65-1532

主催  第14回木のくにときがわ
　　  まつり実行委員会
後援  ときがわ町・
　　  ときがわ町教育委員会

産 業 祭

会場     体育センターとその周辺

内容
■ 体験型模擬上棟式
■ 上サ地区ささら獅子舞
■ 商工業者の出展、展示販売
■  農林産物生産者による農林産物の

直売
■  生活改善グループ団体による加工

品の即売
■ 各種団体による出展
■  総額 40 万円相当の「景品・お買

い物券」が当たるスタンプラリー
によるお楽しみ抽選会

■ リサイクルフリーマーケット
■  健康コーナー（健康相談、保健セ

ンター関係団体による出展）

11月3日㈰
9時 ～ 14時30分

木のくにまつり

会場     体育センターとその周辺

内容
　 木の文化の発信をひとつの
　川の流れとして紹介

【源流】
■ 林業の機械や資材の展示・ 販売
■ 丸太挽き実演

【上流】
■  木製品の展示・販売、パネル展示、

きのこ販売
【中流】
■ 木工品の展示・販売

【下流】
■  体験、実演コーナー （積み木にチャ

レンジや木魚釣りなど）

11月3日㈰
9時 ～ 14時30分

文 化 祭

発表の部
11月2日㈯　10時～14時

会場     体育センターとその周辺

内容
■  文化協会加盟団体・公民館サーク

ル及び一般応募者による舞台発表
■  舞台発表終了後、参観者対象のお

楽しみ抽選会

アトラクション
11月2日㈯ 14時～15時

会場     文化センター大ホール

内容
■  和ノ家追分社中津軽三味線ライブ

ショー

展 示の部
11月1日㈮～2日㈯　9時 ～ 17時
11月3日㈰　9時 ～ 14時30分

会場     体 育 セ ン タ ー １ 階 ギ ャ ラ
リー、２階柔剣道場、ジョ
ギングサークル

内容
■  文化協会加盟団体、公民館サーク

ル、学童保育所、保育園児や小・
中学生の作品及び一般応募者など
による作品展示

11月1日㈮ ～ 3日㈰

第 14 回

木のくにときがわまつり を開催します

体験型模擬上棟式
建物を新築した際に行うお祝いの儀式「上棟式」を再現します。さらに参加・体験できるポイントが盛りだくさんです。

①ハッピを着て上棟式を体験！　②上棟した建物はその場で競りにかけられます！上質なときがわ産木材をゲット
するチャンス！　③上棟式後はお祝いのもち投げも！

　令和 2 年度
　保育所入園申請のご案内

令和２年度の保育園児（町外保育所を含む）
を次のとおり募集します。

資格     保護者が労働や疾病等により保育を
必要とする児童。

書類     10 月 10 日㈭から役場福祉課にて、
手引き・申請書を配布します。申請
書は、町の HP からダウンロードす
ることができます。

受付     11 月 1 日㈮～ 11 月 29 日㈮の期間
中、役場福祉課で受け付けます。

※町外保育所を希望する方は、締切日が上記受付期
間より早い場合もありますので、希望保育所のある
市町村へ確認の上、早めに申請するようお願いします。

注意     ① 町外の保育所への入所を希望され
る場合も、同様の申請が必要です。

　　　   ② 令和元年度からの継続の児童につ
いては、保育所から配布される「現
況届」等の提出が必要になります。

　　　   ③ 申請後、保育の必要性について認
定し、保育の利用の希望、保育施
設等の状況により、利用できる施
設を調整します。

　　 　  ※入所の決定は、申込順ではありません。

　町内保育施設の概要

町立保育園 私立保育園 私立認定
こども園

玉川保育園 平保育園 はなぞの
保育園

ひかりの村
こども園
保育所

機能部分

大字玉川
2685-2

大字西平
725

大字瀬戸
元上17-1

大字瀬戸
元上21-1

☎65-5201 ☎67-0446 ☎65-2609 ☎65-1359

定員120人 定員60人 定員110人 定員20人

入園年齢
生後８か月～

入園年齢
生後

７か月位～
入園年齢
３歳児～

平日開園時間
7時15分～19時

平日
開園時間
7時15分

～
19時15分

平日
開園時間
7時15分

～
18時15分

土曜開園時間
7時15分～12時30分

土曜開園時間
7時15分～18時15分

（第２土曜は13時まで）

完全給食

保育料はときがわ町保育料徴収基準額表によって
算定します

問  福祉課 ☎ 65-0813

1415
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