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　高齢または身体上の理由などで自力で除雪するこ
とが困難な世帯を対象に、除雪サービスを実施して
います。希望される方はお申し込みください。
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�羽幌町在住で65歳以上の除雪支援が必要と思われ
る単身・夫婦世帯及び65歳未満で障がいや難病等で
除雪の労力確保が困難な世帯
（ただし、次の①～③にあてはまらない方）
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�����平成27年12月1日～平成28年3月15日（予定）

������無料�
�������	


　積雪がおおむね15cm以上となった場合、1日1回、
玄関前の除雪を実施。
�����10月9日（金）
�������	
�

��訪問調査・課税状況等の内容をもとに利用可否を
決定して後日、文書で結果をお知らせします。

※詳しくはお問い合わせください。
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　すこやか健康センター内

　健康支援課地域包括支援センター係 � 62-6021
　※離島地区は役場支所で申込みできます。
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　大麻やあへん系麻薬の原料となるケシは、法律で栽
培が禁止されています。
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　大麻は春から秋にかけて生育し、大きいものは草丈
が3mにもなります。よく成長した茎はまっすぐ立ち、
浅い縦筋が通っています。
・細長い柄の先に3～9枚（通常
は奇数）の小葉が集まって手の
ひらのような形
・葉全体の大きさは10～20cm
・葉脈は規則正しく、ほぼ等間
隔に細かく入り、はっきりして
います。
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　ケシの仲間は、春から夏にか
けて美しい大きな花を咲かせる
ため、園芸用として人気があり
ますが、法律で禁止されている
「植えてはいけないケシ」があ
ります。
�������	�
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・ケシ（ソムニフェルム種）
・アツミゲシ（セティゲルム種）
・ハカマオニゲシ（プラクテアツム種）

　詳しくは、町ホームページまたは厚生労働省ホーム
ページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/dl/taima.pdf
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　留萌保健所企画総務課　� 0164-42-8315
　羽幌警察署　� 62-1110　　　　　

�������	
���������

�������	
���

�������すこやか健康センター内
　健康支援課保健係　 � 62-6020 
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　羽幌警察署並びに消防署から8月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　1人負 傷 者
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　　277件)(　　　44件救 急 出 動

　　275人)(　　　44人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

13千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　９月１０日（木）から、あなたの世帯に国勢調査「イ
ンターネット回答の利用案内」の配布が開始されまし
た。なお、インターネットでの回答期限は９月２０日
（日）までとなっております。
　インターネットで回答されなかった世帯には９月２１
日（月）以降に調査員が再度訪問し、紙の調査票をお
配りします。記入した紙の調査票は調査員回収と郵送
方式がございますので、ご希望の方法で提出ください。
みなさまのご協力をお願いします。

�������	

��インターネット回答をする世帯
　　9月10日(木)～9月20日(日)
　�インターネット回答をしない世帯
　　9月21日(月)以降に調査員が紙の調査票を配布
　※回答した調査票は10月1日(木)以降に調査員回収、
　　または、郵送方式による提出になります。
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�������総務課情報管理係内
　国勢調査実施本部　 � 62-1211

　10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります。

　この募金は、高齢者、障がい者、子どもたちなどへ

の地域福祉活動に役立てられま

す。地域の住民や、企業の方々、

みなさんの想いを赤い羽根共同募

金へお寄せください。
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������　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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　羽幌警察署　 � 62-1110 
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　警察では、身の回りにおける出来事で、生活の安全
等に関する幅広い相談に応じています。
　また、警察業務についての要望・意見、苦情も受け
ております。
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短縮ダイヤル「#9110」(警察相談専用電話)　
※ダイヤル回線電話、ＩＰ電話等「＃9110」でつな　
　がらない場合は下記の番号にかけて下さい。
�  北海道警察本部　～　� 011-241-9110
�  旭川方面本部　～  � 0166-34-9110
・北海道警察本部の相談センターは、専門相談員が24
時間対応します。
・相談内容により、他の専門機関を紹介する場合もあ
ります。
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　平成27年4月から、常用雇用労働者数が100人を超え

200人以下の中小企業の事業主が対象になりました。

　平成28年4月から、27年度の雇用障害者数を元に障

害者雇用納付金の申告を行っていただきます。

　詳しくは、お問い合わせください。
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　 (独)高齢・障害・求職者用雇用支援機構
　北海道支部高齢・障害者業務課　� 011-622-3351



　生後3カ月以上の犬は、法律で年1回の狂犬病予防注
射と生涯1回の登録が義務付けられています。
　次の日程で狂犬病予防注射と登録受付を行いますの
で、都合の良い会場で受けてください。

��　9月25日(金)　午前10:00～午後4:30
����　3,110円(毎年1回)
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)

����

老人福祉センター午前１０：００～１０：３０

漁村改善センター (港町4丁目)午前１０：３５～１０：５５

幸町南集会所午前１１：００～１１：２0

栄町コミュニティセンター午前１１：２５～１１：５５

羽幌消防署午後１：００～１：３０

羽幌上水道浄水場午後１：３５～２：００

羽幌町役場午後２：０５～２：３０

戸別訪問 ※事前に申し込みが必要午後２：３５～４：３０

※飼い主、飼い犬の異動（死亡、譲渡、所在地の変
更）があった場合は、役場へ届出をしてください。
　春（5月）に予防接種を受けた犬は、今回受ける必要
はありません。
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　町民課環境衛生係 � 68-7003（課直通）
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　ひとり暮らしの高齢者が一堂に会し、お互いの交流
を深める集いを開催します。温泉に入ってお食事をし
て、みなさんで楽しい一日を過ごしませんか。

���10月23日(金)　
���てしお温泉「夕映」(天塩町)
��　・午前9:00  　 送迎バス運行　
　　　・午前11:00　 てしお温泉夕映到着
　　　・午前11:00～午後2:50　会食、交流、温泉浴
　　　・午後3:00　  てしお温泉夕映出発
　　　・午後4:15 　  羽幌到着（予定）
���平成27年10月23日現在で町内在住(離島は除く)
　　　の65歳以上のひとり暮らしの方
���　1,000円(当日ご持参ください)
����入浴時に必要な手ぬぐい、バスタオルなど
��　50名
�����10月16日(金) ※定員に達し次第締め切ります。
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������　
　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

ちはら さき走　裕介

�������	


　永年にわたり郷土羽幌町の発展に寄与されたお年寄
りのみなさんを敬愛し、長寿をお祝いするため羽幌町
敬老の集いを開催します。
　入場料は無料ですので、ぜひ、ご来場ください。

���9月29日(火)　正午開場/午後1:00式典開始
��������������������（正午までは会場に入れません。)
���中央公民館大ホール
���町内在住の65歳以上の方
��・走 裕介 （演歌）
　　・ちはら さき (演歌）

���11月7日(土)
　　　　午後5:00開場/午後6:00開演
���中央公民館大ホール
�����3,000円
�������	中央公民館・旭屋書店・大森楽器　
　　　　盛文堂・リカーショップカクイ
　　　※9月2日から各販売所でチケット好評販売中！

※本公演は（公財）北海道文化財団と
町の補助金によりお求めやすい料金と
なっております。
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�������中央公民館内
　羽幌町文化事業実行委員会事務局
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

�������	
������

��������	
��������
����������	
�������������

陸上自衛隊第2音楽隊による一流の演奏をご鑑賞くだ
さい。

���9月20日(日)　午後2:00開場/午後3:00開演
���大ホール　　����無料
������羽幌高校吹奏楽局・羽幌中学校吹奏楽部
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　管内陶芸愛好者の趣向を凝らした作品を多数展示

���10月9日(金)～10月13日(火)

���������	
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　親子で楽しめる幼児向けの公演です。幼稚園・保育
園児向けの公演ですが、未就園のお子さんもご覧いた
だけますので、ぜひお越しください。

���9月15日(火)午前9:50
��　大ホール（入場料無料）　

���������

　エコクラフトや陶芸など、いちい大学生の作品を展示

���10月2日(金)～10月6日(火)

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

������　
　羽幌町商工会 � 62-2209
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　商店街からみなさまへ日頃のご愛顧に感謝を込めて
「おもてなし」のイベントです。
　選りすぐりの目玉商品やサービスを100円または500
円で販売(提供)します。

���9月26日(土)　午前10:00～午後3:00
�����������������������※10:00の花火でスタート
���川南地区各商店街振興会一円
�������

　5店舗のスタンプを集めて午前11:00より午後3:00ま
で抽選会、景品を贈呈します。（ハズレなし）
�������	旭屋書店向い

��������	
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　羽幌炭砿閉山45年を記念して開催される大同窓会の
協賛企画として、羽幌炭砿のスケッチや各炭砿遺産カ
レンダー、三山（築別炭砿、羽幌本砿、上羽幌砿）パネル
写真、関係図書などを展示します。ぜひ、お越しいただ
き、当時のことを思い出してみてはいかがですか。

���9月19日(土)午後～27日(日)午前
���公民館ロビー

�������羽幌炭砿大同窓会
　事務局　菊池　 � 62-2365

����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-1178

　今年も町民芸術祭（展示部門）を次のとおり開催し
ます。年に一度の発表の場、みなさんの力作を出品し
てみませんか。詳しくはお問い合わせください。

����　10月25日(日)～10月27日(火)
����　町内在住の方

�����菊花・写真・絵画・書道・俳句・短歌・川柳
����　9月30日(水)
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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。
��������	
�

　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）

���10月8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

����

　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。

��　10月14日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 記者室（職員玄関側）
�������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。

��　10月21日(水) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　10月27日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター
������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020
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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) 
��　スタジオ囲炉裏(羽幌町寿町2番地の5）
���������　
　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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「�������	
����」
とおあしかい

　羽幌の自然や炭砿跡地などを探訪しながら、自分の
足でフルマラソンの距離を歩いてみませんか？
　気軽に参加できるようハーフマラソンの距離を歩く
コースもあります。

��　9月27日(日)　午前7:00スタート
　　　（雨天決行※強風・豪雨の場合は中止）
����　高校生以上で健康に自信のある方
����

・フルの部・ランの部　42.195km
　総合体育館～上羽幌～羽幌炭砿～築別～総合体育館
・ハーフの部　21.0975km　※羽幌炭砿までバス移動
　羽幌炭砿～築別～総合体育館
���　軽食・飲物経費
・フルの部・ランの部　 1,500円
・ハーフの部　1,000円
����　9月19日(土）午後5時まで
※申込用紙は、総合体育館・中央公民館・
旭屋書店・リカーショップカクイにあり
ます。

「�������	
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　今年から新たに『ファミリー
部門』ができました。親子一緒
に走りませんか？応援団を引き
連れてご家族お揃いでお越しく
ださい。 

��　10月11日(日)
　　　午前10:00スタート(雨天決行)
����　小学生以上の方
���　総合体育館～中央方面(往復)
���　無料
����　9月26日（土）必着
����　2～10 kmコース各種目タイム順位(1～6位　
　　　　まで賞状・メダルが授与されます)
����（男女共通）
・ファミリーの部Ａ　2ｋｍ　小学生1～3年生と親
・ファミリーの部Ｂ　2ｋｍ　小学生4～6年生と親

※申込要領など大会の詳細は、町ホームページでご確
認いただくか、お問い合わせください。

�������	
�総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030

　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。

������　加藤病院(南6条5丁目)   � 62-1005

�������	
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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。メンバー募集中です。

��������	

  9/24(木)　ベリーダンスdeエクササイズ♪
10/15(木)　スポーツの秋！体育館へ Let's Go！
��������

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

������　村上・竹中・工藤
村上 � 090-2052-3948
        � my－childhood－friend@docomo.ne.jp

��������	
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　羽幌町では国保被保険者を対象に特定健診(メタボ健
診)を実施していますが、道立羽幌病院で平日いつでも
受診できるようになりましたのでお知らせします。

���6月～来年の2月まで　
���月～金曜日　受付/午前8:45から
���※祝祭日や病院の都合により実施できない日も
　　　　ありますのでご了承願います。
�����健診希望日の8日前までに、下記へ申し込み
　　　　　ください。申し込み後、問診表等を送付し
　　　　　ます。

�������	
�すこやか健康センター内
　健康支援課保健係 � 62-6020

��������	
���

　10月19日から25日までの一週間を行政相談期間と定
め、定例相談以外に相談日を設けます。相談内容の秘
密は厳守され相談料も無料です。お気軽にご相談くだ
さい。

��　10月21日(水) 　午前10:00～正午
��　中央公民館　第2研修室

������

　町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)

�������������

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  1日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  5日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  7日(水)

健康センター午後0：30～3歳児健診  8日(木)

健康センター午前8：00～乳がん・子宮がん検診
骨粗しょう症検診14日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診15日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ19日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室21日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル22日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ26日(月)
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　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
お知らせします。

������　すこやか健康センター内
　 健康支援課保健係 � 62-6020

�������	
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　親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての
輪、友だちの輪を広げませんか。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　保育士による手遊び ほか

������　羽幌保育園内
　 子育て支援センター　� 62-1656
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