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� 0164-62-1211(代表)
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　　　6件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　6人)(　　　1人負 傷 者
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　276件)(　　　41件救 急 出 動

　　271人)(　　　44人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

3,573千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　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。
　これからは徐々に日が短くなります。夕暮れ時は早
めのライト点灯で、安全運転を心がけましょう。

　平成１9年度第2期の狂犬病予防注射を実施します。
今回は1日のみの実施となります。
　犬を連れてくるときは、首輪・口輪等をしっかりと
つけて犬に慣れた方が連れてきてください。飼い主が
押さえることができない犬は予防注射を受けられない
場合があります。
　なお、当日は大変混み合いますので犬の登録をされ
ている方は、役場から送付された「はがき」を持参して
ください。犬の登録をしていない方は、メモ用紙に
「飼主住所・氏名・電話番号・犬の種類・毛色・性別・生年
月日・犬名・犬の特徴」を書いて持参してください。

��　10月4日(木)　午前10:00～午後4:30
����　3,040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)
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川北老人福祉センター午前１０：００～１０：３０

旧漁協会館午前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※午後２：３５～４：３０

※戸別訪問を希望される方は要予約となります。事前
に町民課まで申し込みをしてください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　平成17年度実施の強い農業づくり交付金の対象事業
となり、農地地図情報システムが整備されました。
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・農地情報がコンピュータ画面で視覚的に捉えられる。
・農家台帳と連動し、土地課税台帳などと簡単に照合
　更新ができ、地籍調査結果データも反映される。
・航空写真上に地番が明示され、現況確認が容易。
・農家毎に農地の地番、地目、面積を画面上で確認。
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　農業委員会　� 62-1211(内線332)
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　秋の布類特別収集を行います。洗濯した後、透明又
は白色系の袋に入れてお近くの集会所までお持ちくだ
さい。収集は無料となっています。
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栄町南集会所北町集会所

栄町コミュニティセンター老人福祉センター

中央公民館(第1研修室)幸町コミュニティセンター

4条集会所幸町南集会所

�����午前9:00～午後1:00
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メリヤス地（シャツ、パンツ、ズボン、Ｔシャツ、ベ
ビー服、ポロシャツなど）・綿地（シーツ、布団カバー、
トレーナー、Ｙシャツ、ブラウス、パジャマなど）・タ
オル地（タオルケット、ベビー服、バスローブなど）
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ジャージ・ジーンズ・布団・靴下・毛糸類・ジャン
パー・背広・コート・ズボンなど
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線112)
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　留萌開発建設部道路第2課　� 0164-42-2311
　留萌土木現業所道路建設課　� 0164-42-1511
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　全国道路標識週間は、道路標識に対する関心を高め、
標識の果たす役割を理解していただくことを目的とし
ています。
　現在、留萌開発建設部と留萌土木現業所では、親し
みとうるおいのある標識整備を進めており、道路案内
や安全走行の充実を図っていますが、より一層わかり
やすく利用しやすいものとする
ため、みなさまからのご意見や
アイディアをお待ちしておりま
す。ご意見などがございました
ら、お気軽にお寄せください。
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　私達の生活にとって、車は切り離せない存在。まさ
に現代は「車社会」です。ハンドルが自動で動き、車
庫入れを手助けしてくれる最新の車を見ると、より車
は便利になり、ますます車社会は進むでしょう。
　特に道内では高齢者事故が増加しています。交通事
故を限りなくゼロに近づけるため、ドライバーも歩行
者も常に交通安全を心がけましょう。
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�70％以上が道路横断中に発生した事故であり、横断
　歩道以外での横断による事故が60％以上になってい
　ます。
�������

�信号機のない交差点での事故が多い。自転車側の安
　全不確認による事故が多く、60％以上を占めている。
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　世界の名曲を集めた親しみやすいポピュラープログ
ラムを、名門チェコフィルハーモニー管弦楽団のトッ
プメンバーが奏でます。弦と管の多彩なアンサンブル
をこの機会にぜひご体験ください。
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　�アイネ・クライネ・ナハトムジーク
　�皇帝円舞曲
　�展覧会の絵 より
　�カルメン より
　�くるみ割り人形 より　他

��　9月28日(金)　午後6:30(開場)　午後7:00(開演)
��　中央公民館大ホール
���　無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　各地で子どもを対象にした事件が多発しています。
町内でも家庭や学校での指導、地域の協力のおかげで
事件には至っていませんが、不審者情報が寄せられる
ことがあります。子ども達が安全で、すこやかに育つ
よう地域のみなさんで見守りましょう。
　子どもパトロール隊では、現在67名の隊員により活
動をしています。パトロールは不定期で構いません、
ご自身の都合に合わせた時間帯に実施いただきますの
で、関心のある方はご連絡ください。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　道立羽幌病院の産婦人科診療が、9月1日から出張医
による診療体制に変わりました。みなさまには不便を
おかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
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�毎週水曜日の午前中のみ
　※妊婦一般健康診査は中止となります。
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　北海道立羽幌病院　� 62-6060
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　10月29日(月)  午前9:00～午後1:00
　川北老人福祉センター�62-1424
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�福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

�����������	
��	�

　一人暮らしだと食事もついつい簡単に済ませがちで
す。栄養のバランスを考えながら、季節の食材を使っ
た料理講習会を開催します。年齢、性別は問いません、
ぜひご参加ください。

���10月4日(木)　午後6:30～午後8:30
���苫前町公民館(苫前町字古丹別)
���一人暮らしの方
���ミニ講話、調理実習(さんまの蒲焼丼、けんちん
　　　汁、きのこの酢の物)
����500円(エプロンをご持参ください）
���(社)北海道栄養士会留萌支部
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　留萌管内の陶芸愛好者が腕を振るい、趣向を凝らし
たさまざまな作品を展示します。ぜひ、ご覧ください。

���9月27日(木)～10月1日(月)
���中央公民館1階展示コーナー
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　留萌管内の農村女性ネットワーク「オロロン」によ
る農業まるごとふれあい広場が開催されます。地元農
畜産物の紹介や加工品の試食、活動パネルの展示など
を行います。ぜひ、ご来場ください

���10月21日(日)　午前11:00オープン
���役場総合車庫
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　農林水産課農政係　� 62-1211(内線343）
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　教育委員会では町内において日頃より文化活動、ス
ポーツ活動等において活躍されている個人、団体に対
し、文化賞・体育賞及び文化奨励賞及び体育奨励賞を
贈っています。みなさんの町内会や団体・身の回りの
方で候補者がいらっしゃいましたら、ご推薦くださる
ようお願いします。

����　科学（自然科学・人文科学）
　　　　　芸術（音楽・美術・文化・その他芸術等）
　　　　　教育（家庭教育・学校教育・社会教育等）
　　　　　体育（スポーツ等）
����　社会教育課（公民館内）にある推薦書に記
　　　　　入の上、提出してください。
����　9月末日まで
����　①原則として20歳以上。
　　　　　②９月30日現在で、羽幌町に５年以上在住、
　　　　　又は5年以上主たる事務所を有する団体で
　　　　　第三者から推薦されたもの。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　みなさんもおなじみの羽幌町出身歌手、中村 明がふ
るさと羽幌でデビュー 30周年記念コンサートを開催し
ます。新曲「北の女の演歌節」をはじめ、北国の女心を
熱唱いたします。

���9月29日(土)　午後6:30(開場)　午後7:00(開演)
���中央公民館大ホール
�����1,000円
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　RAB青森放送のサラリーマンでありながら、作家、
詩人、イラストレーター、作詞作曲家、歌手、役者など、
さまざまな活動をしながら日常生活を題材とした独自
の笑いの世界を創り上げ、全国的に幅広いファンを持
つ伊奈かっぺいが今年青森放送を退職し、さらにパ
ワーアップして羽幌町にやってきます。

���10月10日(水)　午後6:30(開場)　午後7:00(開演)
���中央公民館大ホール
�����一般 1,000円
　　　　　中高生 無料(小学生以下は入場できません)
���ご希望の方は10月1日までに申込みください。
　　　定員　3カ月児～小学生未満 15人
　　　　　　小学生 20人
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  3日(水)

健康センター午前9：15～骨粗鬆症健診結果説明会  4日(木)

健康センター午前9：15～骨粗鬆症健診結果説明会  5日(金)

健康センター午前9：30～苺くらぶ11日(木)

健康センター午後12：30～3歳児健診15日(月)

健康センター午後2：00～乳児健診16日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル17日(水)

健康センター午後3：00～ポリオ予防接種17日(水)

健康センター午前9：00～大腸がん検診23日(火)

健康センター午前9：30～苺くらぶ29日(月)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、事前に電話でお申し込みください。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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※申込みは不要です。都合のよい場所で受診してください。
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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は保健師による簡単な運動を行います。健康相談
も併せて行いますので、気軽に楽しみながらご参加く
ださい。送迎バスも運行します。

��　10月30日(火)　午後1:30から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ
���　入浴料 550円（回数券・割引券使用可）
����65歳以上で温泉入浴に支障の無い方
����　10月23日(火)まで
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
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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　結核は過去の病気と思い込み、症状があらわれてい
ても気付かず、受診や診断が遅れ感染を起こす事例が
増えてきており、最近の状況では70歳以上の方の発病
率が増加傾向にあります。重症化する前に早期発見し、
治療することが重要です。健康管理のためにもぜひ受
診してください。

���　10月5日(金)
���　羽幌町在住の65歳以上の方
��　無料
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中央集会所午前９：００～９：20

朝日集会所午前９：25～９：45

上築老人の家午前９：55～10：20

築別分館(旧保育所)午前10：25～10：45

川北老人福祉センター午前10：50～１1：20

役場前駐車場午前１1：25～１1：５０

栄町コミュニティセンター午後１：００～１：20

栄町南集会所午後２：１０～２：２５

幸町南集会所午後２：３０～２：45

すこやか健康センター午後２：５０～３：３０

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　保健師と栄養士による健康相談です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　10月26日(金)
��　太極拳パート1
��　動きやすい服装でお越しください。
��　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)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。
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�����　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　留萌保健福祉事務所では、精神神経科医師や保健師
による相談を受け付けています。下記のようなことで
お悩みの時はご相談ください。

�������	
�※羽幌会場分
��　10月2日(火)　午後3:00～午後4:00
��　中央公民館
����　事前に電話で申し込みください。
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留萌保健福祉事務所では随時お受けします。

���

・引きこもり、登校拒否、家庭内暴力、非行、性のこ
　とで困っている。
・家庭、職場、学校での人間関係がうまくいかない。
・統合失調症やうつ病等精神的な病気かどうか、治療
　内容、日常生活について相談したい。
・認知症について相談したい。
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　留萌保健福祉事務所 � 0164-42-8327

　行政についてわからないことなどがあれば、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9日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
������　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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。
　請求の際には、印鑑や通帳等必要なものがあります
ので、事前にお問い合わせすることをおすすめします。

���10月11日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

　羽幌町社会福祉協議会では、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。どうぞお気軽にご利用ください。

��　10月19日(金)　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　各体育館及び武道館の割当会議を開催しますので、
使用を希望する団体は期限までに使用団体登録票を総
合体育館へ提出してください。登録票は総合体育館で
配布しています。なお、夏期間の登録済団体へは郵送い
たします。
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��　10月15日(月)　午後7:00から
��　総合体育館研修室

�����

��　10月16日(火)　午後7:00から
��　武道館事務室

����　10月10日(水)まで
�������	
　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030




