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� 0164-62-1211(代表)
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　全道のボランティア実践者が一堂に集い、ボラン
ティアの研究協議や交流会を通してボランティア活動
の推進を図ります。全体会は一般開放いたしますので、
ぜひご参加ください。申込みはいりません。

��������8月2日（日）　午前9:00～
���中央公民館大ホール
���

�開催式典
�道新ボランティア奨励賞贈呈式
　（受賞者） 羽幌ボランティア友里の会ほか
�アトラクション（こきりこ唄保存会）
�記念講演「サロベツに生きる動物たち」
　　　　　　　動物写真家　富士元 寿彦 氏
����無料
���北海道社会福祉協議会
���ボランティア愛ランド北海道2009・
　　　オロロンラインinはぼろ実行委員会

※8月1日（土）の分科会では15のグループにわかれ、環
境や災害・高齢者の支援活動などをテーマに意見交換
が行われます。

�������羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　　　4件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　5人)(　　　2人負 傷 者
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　141件)(　　　25件救 急 出 動

　　140人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　0件)(　　0件火 災 件 数

0円)(　　0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6月における各件数な
どのお知らせです。
　海水浴や花火など、楽しい遊びも油断をすると大事
故につながります。充分注意して遊びましょう。
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　中山間地域等においては、他の地域に比べ過疎化、
高齢化が急速に進行する中で、農業生産条件の不利な
地域が多いことから農地等への管理が行き届かず、耕
作放棄地の増加等による多面的機能の低下が懸念され
ています。このため、担い手の育成等による農業生産
活動等の維持を通じて、中山間地域等における耕作放
棄の発生を防止し、多面的機能を確保することを目的
とする制度です。
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・農地、法面、水路、農道の適正管理
・農地と一体となった周辺の管理
・農業生産の効率化及び土地生産性の向上を目的とし
た活動推進
・担い手団体への支援
・学校教育機関と連携した自然生態系の実施
・農用地等保全体制整備
　これら生産性の確保及び向上、環境整備を目的とし
た活動に加え、新たな取組みとして「小学過程での農
業知識向上、体験的農業学習を通じた地域住民交流」
を目的とする協定を締結しています。

　平成20年度の対象面積は昨年度と変わらず約921ha、

農家数等は減少し、151件(うち生産組合2件、その他2

件）で、交付金総額は79,433千円余りとなっています。

　耕作放棄の防止、生産性の確保及び向上、担い手の

育成などにより、経営体の確保と育成を図るものであ

り、地域農家への支援を推進しています。

��������農林水産課農政係 � 62-1211(内線342)
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�ライブ実行委員会事務局
　有限会社ネイチャーライヴ　� 01648-3-9001
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　世界を舞台にサックスを奏でる坂田
明氏が、真夏の天売島に初上陸。海の
香り漂う小さな島の夕暮れどきに、迫
力と哀愁を兼ね備えたサックスの音色
が響き渡ります。

���8月4日(火)　午後6:00開演
���天売島 海の宇宙館　
�������	
�

・ライブチケット　2,800円（島民200円）
・ライブ後の打ち上げ　2,000円
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　ライブチケット・打ち上げ、島内一周観光バス、1泊朝食付き

宿泊代を合わせて格安価格になる特別チケットを用意しています。

詳しくは直接事務局までお問い合わせください。
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　平成24年7月31日までに住宅建設に着手できる方を
対象に町有地の売払価格を割引しています。申込期限
は平成21年7月31日までですので、お早めにお申込み
ください。売払いの条件や申込み方法など詳しくはお
問い合わせください。
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※ご希望の区画が重複した場合は抽選
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����������	89.6295.72㎡ 南町4番地7�

�����������89.6295.73㎡ 南町4番地9�

�����������89.6295.72㎡ 南町4番地10�

���������� 89.6295.72㎡ 南町4番地11�

���������� 89.7296.25㎡ 南町4番地12�

�����������90.1297.40㎡ 南町4番地13�

�����������90.4298.53㎡ 南町4番地14�

�����������176.2581.73㎡ 南町16番地167�

�����������129.0425.77㎡ 南町16番地168��

�����������140.7464.34㎡ 南町16番地169��

�����������122.9405.87㎡ 南町16番地170��
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線126)
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　現在ご使用の保険証は平成21年7月31日をもって有
効期限が満了となります。7月中に新しい保険証を郵
送しますので、8月以降は新しい保険証をお使いくだ
さい。新しい保険証の有効期限は平成23年7月31日ま
での2年間となります。
　また、住民税非課税世帯の方が入院した際の医療費
や食事代などの自己負担限度額を軽減するために必要
な減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）も
平成21年7月31日をもって有効期限が
満了となります。7月中に新しい減額
認定証を郵送しますので、8月以降は
新しい減額認定証をお使いください。
（6月中に申請書が届いた方は申請が
必要です）

�������財務課財政係 � 62-1211(内線254)

※区画8は決定しました。
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　留萌管内の町村職員採用資格試験（第1次試験）の案
内です。受験を希望される方はご応募ください。なお、
試験会場や申込み方法などの詳細はお問合せください。

����

������　留萌町村会 � 0164-43-4456
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町村長部局、教育委員会等各種委員会事務
局、議会事務局等に勤務し、一般行政事務に
従事します。

一般事務
上級

初級

消防署に勤務し、専門的業務に従事します。消防初級

����

���学校教育法による大学（短大を除く）を平成19 
　　　年3月以降に卒業した方、または平成22年3月ま
　　　でに卒業見込みの方。
���昭和61年4月2日から平成4年4月1日までに生ま
　　　れた方。（大学卒業及び卒業見込みは除く）

　　※日本国籍を有しない者、地方公務員法第16条に
　　該当する者は受験できません。また、初級（消防）
　　は身体等に関する要件も必要です。詳しくはお問
　　い合わせください。
�������平成21年9月20日(日)
�����平成21年8月7日(金)まで
　　　※月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで。 
 　　　　土日祝日は受付けません。郵送の場合は8月7日
　　　　(金)までの消印のあるものに限り受付けます。
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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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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は留萌保健福祉事務所の歯科衛生士による講話を
行います。気軽に楽しみながらご参加ください。無料
送迎バスも運行します。

��　8月25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
����　8月18日(火)まで
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健康センター午前9：30～小苺くらぶ  3日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  5日(水)

健康センター午後1：30～二種混合予防接種  5日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ10日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル19日(水)

健康センター午後0：30～3歳児健診19日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ20日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ24日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診26日(水)

　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。あいあいサークルは0歳児のお子
さんとその保護者が対象です。申し込みはいりません。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

��　8月11日(火)　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
���������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　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。

��　8月27日(木)
��　歌謡ビクス
��　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

�������羽幌町総合体育館パワデール内
�NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030
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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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　羽幌町食生活改善協議会では、女性ばかりではなく
男性にも自分の食事や料理に関心をもってもらうため
の料理教室を開催しています。料理が得意な人も普段
料理をしない人も、この機会にご参加ください。

���8月31日(月)　午前10:30～午後1:30
���すこやか健康センター
���60歳以上の男性
���栄養の話、調理実習(オムライス、野菜スープ)
����1人300円
�����8月24日(月)
���羽幌町食生活改善協議会
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　日ごろの運動不足解消に、朝の散歩やウォーキング
を兼ねて健康保持に、みなさんご参加ください。

���7月25日(土)～8月9日(日)　午前6時30分から
���※雨天中止(各自で判断願います)
��　はぼろバラ園
　　　羽幌町役場（議会横駐車場）
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　子どもたちが水になれ親しんでもらえるよう、楽し
みながらの教室を開催します。

���8月8日(土)、9日(日)
���羽幌小学校プール
���来春及び来々春小学校に入学する幼児
※申込み等詳細については、保育所及び各幼稚園を通
じてご案内します。
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　今年で34回を数える少年少女卓球大会を開催します。
日ごろの練習の成果や体力づくりとして、ぜひご参加
ください。
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���8月8日(土)
��　午前9:30（高校･一般)　午後1:00（小中学生）
���総合体育館
������

���8月9日(日)
��　午前9:00
���総合体育館
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�社会教育課体育振興係 � 62-5880

　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。事前に
予約のうえ相談することをおすすめします。

���8月13日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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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。どうぞお気軽に
ご利用ください。

��　8月21日(金)　午後1:30～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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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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　8月27日(木)  午前9:00～正午
　川北老人福祉センター�62-1424

固定資産税（第2期分）　　国民健康保険税（第1期分）




