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11月 ４日 （日） ９時～ 15 時 20 分

場所 ： かんなみスポーツ公園

対象／町内在住、在勤、在学者
参加料／無料
申込み／事前申し込みが必要な種目は、10月 22
日（月）までに函南町文化センター窓口へお申

し込みください。申込用紙は窓口、函南町役場、

函南町体育館、かんなみスポーツ公園、町ホー

ムページから入手可能です。

駐車場／かんなみスポーツ公園内駐車場か役場駐
車場（7時 30 分より無料シャトルバスで送迎）

をご利用ください。※スポーツ公園内駐車場は

数に限りがあります。なるべく、役場駐車場を

ご利用ください。

その他／当日、飲み物や弁当の販売がありますの
でご利用ください。

申込み・問合先／生涯学習課（979-1733）

事前 …事前申し込みが必要 当日 …当日の申し込みが必要 随時 …当日随時受け付け

時間 プログラム 申込み 募集人数 内容

8:15 受付

9:00 開会式・準備運動
１日ケガがないように準備運動から
始めましょう

9:30 つなひき　小学生の部
１チーム
10 人

小学生の部と中学生以上の部があり
ます

10:00 ご存じ！争奪パン食い競争 先着 120 人 毎年好評のパン食い競争です

10:30 高い高い駄菓子つかみ競走
未就学児と
家族 60 組

保護者が幼児を「高い高い」して、駄
菓子をとるレースです

11:00 スポーツ少年団対抗リレー予選
スポ少による対抗リレー（低・高学年）
です

11:40 昼食タイム（ロコモ体操） 弁当・飲み物の販売があります

12:45 メディシングボール「みんなの輪！」 制限なし
当日チーム編成、今までと一味違った
メディシングボールです

13:15 つなひき　中学生以上の部
１チーム
10 人

小学生の部と中学生以上の部があり
ます

13:40 スポーツ少年団対抗リレー決勝 スポ少No.1 を決定します！

14:00 人生劇場「いそがずあわてず」
4歳以上小学生
未満と 50 歳以上

幼児とベテラン人生者が一緒に行う
楽しい種目です

14:30 隣の晩ごはん！今夜はカレーでGO！
先着 100 人
（成人女性）

大人の女性限定、夕飯のおかず調達の
ための障害走です

15:00 閉会式

ウォークラリー
① 9:30 ～ 11:30　② 13:00 ～ 14:30

先着 250 人
（1人１回）

公園内のポイントを回り景品をゲット
しましょう

シニアのためのノルディック・ウォーク体験教室
① 10:00 ～ 11:30　② 13:00 ～ 14:30

50 歳以上
各回先着 30 人

公認指導者による実技・指導がありま
す※ポールレンタル可

ニュースポーツ体験
① 10:00 ～ 11:30　② 13:00 ～ 14:30

どなたでも
いろいろなニュースポーツが体験で
きます（当日自由参加）

事前

当日

随時

事前

当日

当日

当日

事前

当日

随時

町民ひとり１スポーツ！

かんなみスポーツ
健康フェスタ2018

0 分0 分

・10月15日（月）から窓口で配布します。ホームペー

ジからも入手可能です。必要な書類は家庭により

異なります。詳細はお問い合わせください。

入園申請

書類の配布

・10 月 29 日（月）～ 11 月 15 日（木）17 時 15 分ま

でに子育て支援課へ提出してください。

※平成 30 年１月１日以降に函南町に転入した人はマ

イナンバーカード（またはマイナンバー通知カード

と顔写真付きの身分証明書）が必要です。

受付

期間

・保護者の市町村民税の課税状況により算出し、毎月

納付していただきます。

保育所

利用者負担額

○在園児童の継続申請書類は、現在入園中の保育園で

配布・提出です。○定員などで希望する園に入園で

きない場合があります。○入園後ならし保育を行い

ます。数週間程度は短い保育時間になります。

注意事項

その他

保育を

必要とする事由

　 家庭外就労
・家庭外で月に 96 時間以上労働している（例：1日６
時間以上、月 16 日以上）

　 家庭内就労
・家庭で 96 時間以上、児童と離れて家事以外の労働を
している

　 妊娠・出産
・保護者が出産の前後のとき（出産予定の 42 日前～ 56
日後）

　 疾病・障害
・保護者が病気、負傷、心身に障害がある

　 介護・看護
・同居している家族などで、介護・看護が必要な人を常
時介護・看護している

　  災害復旧
・火災、風水害、地震などの復旧にあたっている

　  求職活動
・求職活動（起業準備を含む）を行っている

　  就学
・保護者が就学中または、職業訓練を行っている

　 育児休業
・育児休業中で既に保育園を利用している児童の継続が
必要である（育児休業年度の翌年度内に職場復帰でき
る場合のみ）

　  虐待・DV
・児童虐待、またはその恐れがある。配偶者からの暴力
により児童の保育が困難である

次のいずれかに該当すること

保育園 対象 定員 開園時間

町立西部保育園
（住所：間宮 632-1 電話：978-6001）

満１歳～就学前
（平成 25 年４月２日～平成 30 年４月１日生まれ） 190人 平　日　7:15 ～ 18:15

土曜日　7:15 ～ 18:15

組合立若葉保育園
（住所：間宮 42-1 電話：978-3261）

８か月児～就学前
（平成 25 年４月２日～平成 30 年８月１日生まれ） 45 人 平　日　7:15～19:00（※1）

土曜日　7:30 ～ 17:00

私立ひまわり保育園
（住所：平井 1328-1 電話：978-9671）

２か月児～就学前
（平成 25 年４月２日～平成 31 年２月１日生まれ） 60 人 平　日　7:15 ～ 18:15

土曜日　7:15 ～ 17:30

私立函南さくら保育園
（住所：上沢 70-2 電話：979-1350）

６か月児～就学前
（平成 25 年４月２日～平成 30 年 10 月１日生まれ） 150人 平　日　7:00～19:00（※2）

土曜日　7:00 ～ 15:00

私立仁田マーガレット保育園
（住所：仁田 480-1 電話：978-7780）

２か月児～就学前
（平成 25 年４月２日～平成 31 年２月１日生まれ） 120人 平　日　7:00～19:30（※2）

土曜日　7:00 ～ 18:00

（※ 1）18 時 15 分以降は延長保育（※ 2）18 時以降は延長保育

申込み・問合先／子育て支援課（979-8128）

保育園
入園手続きが始まります
保育園 の


