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　羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉讃会
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　町民のみなさんの無病息災を願って、新年も例年同
様にどんど焼き祭を実施します。

���平成26年1月15日(水)　午前10:00
�����1月13日(月)午後1:00～15日(水)午前10:00
�����羽幌神社境内（各自持込）
※塩化ビニールやプラスチック素材などの部品を外し
て持ち込み願います。
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　寒さも厳しくなり、暖房器具など火を使うことが多く
なり、不注意や不始末などから火災が多く発生していま
す。大切な命や財産を守るため、火気使用箇所の再点検
をお願いします。

�暖房器具の適切な取扱いと、就寝時・外出時は火の元
　を点検をしましょう
�避難口や窓はいつでも使用できるように、常に除雪
　や点検をしておきましょう
�電気器具のタコ足配線を避け、ソケットやプラブを
　清掃しましょう。
�タバコの投げ捨て寝タバコはやめましょう。
�住宅火災を早期に発見できるように、住宅用火災警
　報器を設置しましょう
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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  天売消防団 / 焼尻消防団 1月5日(日) 
  羽幌消防団 1月7日(火)
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　羽幌警察署並びに消防署から11月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　7件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　9人)(　　　1人負 傷 者

������

�������	
�����������

　　372件)(　　　25件救 急 出 動

　　368人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

193千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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１２月は滞納整理強化月間です

�������	
������������	

��������	�������	
���

����

�������	
����������������	��	

�������	
����

　安全で安心な年末を送り、希望に満ちた新年を迎え
るため、次のことに気をつけて、犯罪被害に遭わないよ
うにしましょう。

�������	
����

��夜間は、可能な限り明るい道や人通りの多い道を通
るようにし、イヤホンで音楽を聴いたり、携帯電話を操
作しながら歩かないようにしましょう。
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　特殊詐欺は、不特定多数の人に、電話等の通信手段を
使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺です。「す
ぐに振り込まず」、「一人で振り込まない」を
心掛け、被害に遭わないようにしましょう。
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親族、公務員等の職員を装って現金
を口座に振り込ませる詐欺

オレオレ詐欺

振
り
込
め
詐
欺

不特定多数の人にハガキやメール
を送りつけ、架空の事実に基づき支
払請求する詐欺

架空請求詐欺

実際に融資しないのに、融資する内容
の文書を送りつけ、供託金や手数料な
どの名目で現金をだまし取る詐欺

融資保証金詐欺

役場職員等をかたって、医療費や税
金の還付などに必要な手続きをＡ
ＴＭで行うと嘘を言って、ＡＴＭで
現金を口座に振り込ませる詐欺

還付金詐欺

金融商品などの取引を名目とした詐欺

異性交際あっせんを名目とした詐欺

ギャンブル必勝法などの情報提供を名目とした詐欺
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　110番は、事件・事故等が発生した場合に、警察へ緊
急通報するための電話です。電話に出た警察官の質問
に、あわてず落ち着いて正しく答えてください。
　また、警察官が早く現場に臨場できるように、その
場所の住所や付近の目標となる建物など
を正しく伝えてください。
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　車で走行中の場合、とぎれたり、運転中の電話は法
令違反になりますので、必ず安全な場所に停車して通
報してください。
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�相談電話「＃9110」または最寄りの警察署、交番・
駐在所へお問い合わせください。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処が、国際社会をあげて取り組むべ
き課題とされるなか、この問題について関心と認識を
深めていくことが大切です。情報をお持ちの方は、警
察までお知らせください。
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　役場の業務は年末12月30日で終わり、新年は1月6日
から行います。住民票や各種証明書などが必要な方は
早めにご請求ください。
　なお、休み中の死亡などの届出は、役場庁舎正面右
側の職員通用口の「宿直室」で取り扱います。
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62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業12月31日

62-3592北 日 本 設 備 ㈱1月1日

62-5888㈲ 羽 幌 水 道 設 備2日

62-2027サ ワ ス イ ㈲3日

62-5031㈲イワサキ設備機器4日

62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業5日

�������

�������

������������

12月30日～1月3日中 央 公 民 館

12月30日～1月5日総 合 体 育 館

12月30日～1月5日老 人 福 祉 セ ン タ ー

12月31日～1月5日行政サービスコーナー

12月30日～1月6日北 海 道 海 鳥 セ ン タ ー

12月31日～1月3日ご み 収 集 業 務 ※

※ 離島地区のごみ収集業務は12月31日～1月5日まで休業
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���������ほくでん旭川支店 � 0166-23-1121
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�合計で6％以上の節電となるようご協力ください。
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�������羽幌町社会福祉協議会内
　羽幌町共同募金委員会 � 69-2311
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　気象庁では、「大雪に関する異常天候早期警戒情報」
の運用をしています。この情報は、数日以上にわたっ
て降り続く雪による家屋の損壊や交通障害等を軽減・
防止するための事前準備、事前対策を目的として発表
しているものです。
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　概ね1週間後からの7日間を対象に、地域で平均した降
雪量が平年より「かなり多い」可能性が30％以上の場合
に発表します。（基準に達した場合、毎週火・金曜日に発表）
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　その地域・時期において、10年に1度程度の降雪量
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　旭川地方気象台 � 0166-32-7102
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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　毎年恒例となった日本の凧展を今年も開催します。
大凧や連凧など全国各地の色鮮やかで珍しい凧がご覧
になれます。

���平成25年12月28日(土)～平成26年1月13日(月)
���中央公民館展示スペース

※オープンの日程は積雪状況により変更になる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。
※大雪警報、暴風警報などが発令された場合は、ス
キー場を閉鎖する場合があります。
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　いよいよスキーシーズンです。今シーズンも安全を
第一に、子どもから大人まで安心して楽しめるスキー
場を目指します。ご来場をお
待ちしています。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

������　12月21日(土)　午前10:00 
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午前10：00～午後5：00月・土・日曜日
12～2月

午前10：00～午後9：00火～金曜日 

閉鎖月曜日

3月
午後5：00～午後9：00 
(祝日の場合は午後1:00～午後9:00）

火～金曜日 

午後1：00～午後5：00土・日曜日 
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　歳末たすけあいは、新たな年を迎える時期に、支援
を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすことが
できるよう、さまざまな福祉活動を展開する運動です。
　集まった募金は、おもに義援金・福祉灯油の支給のた
めに使われます。みなさんの善意を
お寄せください。

�����12月1日～12月31日
����羽幌町共同募金委員会(南7条3丁目1番地）
　　　　

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条3丁目
　福祉課保健係(すこやか健康センター内) � 62-6020

　次のとおり職員を募集しますので、希望される方は
ご応募ください。

�����保健師
�����1名
�����羽幌町すこやか健康センター�
�����

・採用時で羽幌町に居住し、通勤可能な者
・保健師免許を有する者または免許取得見込みの者
����平成２６年4月1日
�����午前8:45～午後5:30(土・日・祝日除く)
�����市販の履歴書、保健師免許証の写し(取得
見込みの者は、卒業見込み証明書若しは取得見込み
を証明するもの)
�����平成26年1月31日 午後5:30まで必着(郵送可)
�����後日申込者に通知します。
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　次のとおり自衛官を募集しています。詳しくはお問
い合わせください。

�����自衛隊高等工科学校生徒
�����中学校卒業(見込含む）の15歳以上17歳未満
　　　　　の男子
���一般試験(平成26年1月10日)
���　一般試験(平成26年1月18日)
����　自衛隊留萌駐屯地
����　筆記試験(国、数、理、社、英、作文、マー
　　　　　クシート)
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　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に参加してみて
ください。詳しくは、ホームページ等でご覧ください。

������　
和田 � 090-1542-5432 ���������	���
���������	��　
土屋 � 090-2870-6929
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12/25 (水) お正月のしめ縄づくり講座
1/23 (木) 子どもと一緒にあそぼう！講座
1/29 (水) 野菜ソムリエの干し野菜講座
　　　　+持ち寄りランチ会

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

　このほか、親子で参加できる子育て教室「うさこちゃ
ん遊びの広場」を開設しています。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
　　　（ただし12月31日、1月3日はお休みします）
��　すこやか健康センター
��　0歳から6歳までの幼稚園・保育園に未入園のお
　　子さんとその保護者

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  8日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  9日(木)

健康センター午後1：00～乳児健診 15日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 16日(木)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診18日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診19日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 20日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル22日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 27日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診29日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室 31日(金)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程を掲載して
います。市街地区総合健診について詳しくは別配布の
チラシでご確認ください。
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　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)
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　年齢や障がいの種類、障害者手帳の有無は問いませ
ん。無料で相談できますので気軽にご利用ください。

��　毎週 水曜日　午前9:0０～午後5:00（祝日除く）
��　川北老人福祉センター
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　年金の加入状況の確認、納付書や年金手帳の再発行

依頼など年金に係る相談を受け付けています。
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　希望される方は、相談日の一週間前までにご予約く

ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���1月9日(木)　午前10:00～午後4:00

��　役場4階 大会議室

�������	
　

　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211
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　行政に関することでわからないことがあれば、お気

軽にご相談ください。相談内容の秘密は厳守されます。

��　1月8日(水) 　午前10:00～正午

��　役場1階 相談室

�������町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通)
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　住民のみなさんの心配ごとへの対応として、心配ご

と相談所を毎月1回開催しています。

��　1月21日(火) 　午後1:３０～午後4:00

��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　保健師と栄養士による健康相談です。軽い運動や体
重・体脂肪など各種測定、健康の話をしていますのでお
気軽にご利用ください。

��　1月28日(火)
��　川北老人福祉センター (午前10:00～午前11:30)
　　　すこやか健康センター (午後1:00～午後3:00)
������　すこやか健康センター内
　福祉課保健係 � 62-6020

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝日を含め、
救急診療を行っています。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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　旭川弁護士会　� 0166-51-9527　

　旭川弁護士会では、弁護士が常駐していない市町村
を会場に、毎月1回、管内を巡回し相談会を開設します。
　身近に法律に関する問題がありましたら、この機会
にお気軽にご相談ください。なお、相談
には事前予約が必要です。

��　12月25日(水）　午後1:0０～午後4:00（1人30分 程
度）

��　中央公民館 第3研修室
����　法律相談全般(例：多重債務・交通事故・相
　　　　　続・犯罪被害など）
���　無料
��　旭川弁護士会
�����羽幌会場以外にも、他の管内市町村会場へも申
込み可能です。詳しくは、お問い合わせください。
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　平成26年4月1日以降の羽幌保育園に入所を希望する
方は次の要領でお申し込みください。
 
�����

�保護者が家庭の内外で常時働いている

�母親が妊娠中、または出産後間がない(産前産後2カ月)

�保護者が病気である

�同居している親族が長期にわたり病気の状態であり、

　保護者が常時看護している状態にある  など

※年間を通じて随時受け付けしていますが、受入枠に限り

があるため、受け入れできない場合もあります。
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　羽幌保育園 � 62-1656
　福祉課社会福祉係 � 68-7004 (課直通)

�������

　羽幌スキー連盟教育部 佐々木  � 68-7008（役場内）

　スキーに接する機会を広めるため羽幌スキー連盟主
催のナイタースキー教室を開催します。

���　1月14日・16日・21日・23日・28日・30日
　　　　（火･木曜日、計6回開催）  
��　午後7:00～午後8:15
��　町民スキー場 「びゅー」
��　小学4年生以上（初心者及び中級程度の方）
　　　※今年から4年生以上に変更となりました。
�����初心者 20名／中級者 20名
����一般 3,000円／中学生以下 2,000円
※親子の受講は割引制度有。リフト料金は自己負担です。
���　1,600円（スポーツ傷害保険未加入で希望者）
����　平成26年1月10日までに受講料等を添えて
　　　　総合体育館パワデールへ申し込んでください。
��　・羽幌町教育委員会
          ・はぼろ総合型スポーツクラブ
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