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Monthly Pickup Topics
前田選手をみんなで応援
パブリックビューイングM
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　町文化ホールで８月30日に北京で行われた世界陸上・女子
マラソンのパブリックビューイングが開催されました。これは、
同大会に出場した大津町出身の前田彩里選手を応援するため
に行われたものです。当日は450人をこえる参加があり、ホー
ルの中は多くの応援参加者がありました。競技中盤は前田選
手が先頭集団になった時や、他の選手の頑張るシーンがスク
リーンに映し出された時などにも惜しみない拍手がおくられ、
からいもくんも応援に駆けつけて、町全体で応援するような暖
かい雰囲気のイベントとなりました。
　前田選手の結果は２時間31分46秒で13位となり、残念なが
ら今大会での五輪代表権獲得はなりませんでした。他の日本
人選手は伊

い
藤
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舞
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選手が７位入賞でリオデジャネイロ五輪代表
に決まり、重

しげとも
友梨

り
佐
さ

選手は14位でした。
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役場子育て支援課　子育て支援係　☎096（293）5981

平成28年度　保育所入所のご案内です！
平成28年４月１日から保育所への入所を希望する人は、お申し込みください。
◦申し込み・問い合わせ　役場子育て支援課　☎096（293）5981　 　　　　

■手 続 き　役場子育て支援課で申込書を受け取り、必要事項を記入して提出してください。
■書類配布期間 10月16日（金）から（土・日・祝日を除く）
■申込受付期間 11月２日（月）～11月30日（月）（土、日、祝日を除く）
■入 所 基 準　保育所へは、保護者や同居の親族が仕事や病気などで、児童の保育ができないと認められる
　　　　　　　　場合に入所ができます。

私立幼稚園 大 津 音 楽 幼 稚 園 白 川 幼 稚 園

募集
人数

年長 若干名 ー
年中 10人 14人
年少 60人 44人

満３歳児 20人 ー

メッセージ

・10月９日（金）
午前10時30分～英語で遊ぼう
・10月16日（金）
午前10時30分～体験入園
午前11時20分～入園説明会

園庭を開放しています。い
つでも遊びに来てくださ
い。募集人数は優先枠を含
んでいます。
※入園願書配布は、10月

16日（金）から行います。

申し込み
問い合わせ

大 津 音 楽 幼 稚 園
☎ 096(293)7721

白 川 幼 稚 園
☎ 096(293)7550

申込期間

11月２日（月）から受け付
けます。

（土・日・祝日除く）
先着順で定員になり次第
締め切ります。

11月２日（月）～
　　11月30日（月）

（土・日・祝日を除く）
受付時間：午前９時～
　　　　　　　午後６時
※募集人数を超えた場合

は、抽選になります（抽
選日：12月４日（金）午後
２時から。詳細は入園願
書に記載します）。

■手 続 き　入園希望の園で申込書を受け取り、必
　　　　　　　　要事項を記入して提出してください。
■書類配布期間 10月16 日（金）から（土、日、祝日を除く）

※４月に入所できる児童数は、各園の平成27年度からの継続入所児童数で異なります。

保育室名 定員 住所 問い合わせ
小規模保育室 みんなのおうち 10 陣内1833－５ ☎096(321)7002

家庭的保育室
ぴちゅ   ５ 平川1257－13 ☎090(9598)5611

おひさま 　５ 大津1984－12 ☎080(1787)3222
ちゅうりっぷ 　５ 室763－5 ☎090(9321)1101

保育所名 定員 住所 問い合わせ
大津保育園 120 室1084－3 ☎096(293)2139

大津保育園分園（１～２歳児） 20 杉水932－3 ☎096(292)9777
緑ヶ丘保育園 120 美咲野３丁目22－4 ☎096(293)8300
一宇保育園 120 平川220 ☎096(293)2560
白川保育園 120 森64 ☎096(293)2194
杉水保育園 140 杉水3251 ☎096(293)8156

大津いちご保育園 120 陣内2032－1 ☎096(294)9407
よろこび保育園 120 室1730－１ ☎096(294)0155
風の子保育園 120 引水710－2 ☎096(293)7200

町内の保育所

町内の小規模
保育室・家庭
的保育室

町立幼稚園 大津幼稚園 陣内幼稚園

募集
人数

年長 　　　　７人 28人

年中 25人 10人

年少 50人 25人

メッセージ

川や池、大きな築山
広々とした自然豊かな
環境で元気いっぱい過
ごしている子どもたち
で す。 毎月14日 は 教
育の日です。どうぞ見
学においでください。

南小学校の敷地内にあ
り、緑豊かな自然の中
で、のびのびと過ごし
ている子どもたちで
す。毎月14日は教育
の日です。園を見学に
来られてください。

申し込み
問い合わせ

大津幼稚園
☎ 096(293)2131

陣内幼稚園
☎ 096(293)2512

申込期間

11月２日（月）～11月30日（月）
（土・日・祝日を除く）
※募集人数を超えた場合は、町の規則で抽

選になります。また町立の二つの園を併
願することはできません。

平成28年度　町立・私立幼稚園児を募集！
　  平成28年４月１日から幼稚園への入園を希望する園児を募集します。

申し込み・問い合わせは各園までお願いします。　　　　　　　　　　　

広報おおづ９月号に
関するお詫びと訂正

　広報おおづ９月号において、一部
誤りがありました。正しくは下記の
とおりです。お詫びして訂正します。

広報おおづ
９月号10ページ

「特集　大津地蔵祭」

誤　題字：翔陽高校１年
　　　　　書道部　西

にし

嶋
じま

珠
じゅ

梨
り

さん
正　題字：翔陽高校２年
　　　　　書道部　西

にしおか

岡瑠
る り

璃さん
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