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　　　6件)(　　　2件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　7人)(　　　2人負 傷 者
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　176件)(　　　35件救 急 出 動

　　174人)(　　　34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7月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンは長距離運転も多くなる季節です。遠
くに出かけるときは、時間にゆとりをもった計画を！
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　橋の補修工事や道路工事に伴い、道道が通行止めに
なります。工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご
協力よろしくお願いします。
　
����上羽幌羽幌(停)線　橋梁補修工事(15線橋)
������羽幌町字平359-1地先～字中央308-13地先
����平羽幌線
���9月1日～11月30日
（通行止めの必要がなくなり次第解除）

������

　留萌土木現業所羽幌出張所　� 62-1256

����天売島線 特対（経済）工事外
������羽幌町大字天売字千鳥ヶ浦9-1地先
����なし
���10月1日～11月20日
（期間は予定であり、引き続き冬期通行止めの予定）
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　9月28日(月)  午前9:00～正午
　川北老人福祉センター�62-1424

道町民税（第2期分）
国民健康保険税（第2期分）
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　9月6日～12日は「救急週間」です。家族や同僚が急
に倒れたり怪我におそわれた時、助けるのも助けられ
るのもその場に居合わせた「あなた」です。町内でもＡ
ＥＤ（自動体外式除細動器）が各所に設置され、救命率
の上昇が期待されます。この機会に受講され、ＡＥＤ
の使用方法や応急手当の方法を身につけませんか。

���9月5日(土)　午後1:00～午後4:00
���消防署2階 会議室
���中学生以上
���・出血したときの止血法
　　　・心肺蘇生法
　　　・ＡＥＤの使用方法
　　　・その他応急手当
�����30人
����受講者全員に交付
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　北留萌消防組合消防署警防課救急係 � 62-1246
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　中央公民館大ホール（ステージを含む）は昭和61年の
開館以来、すべての飲食について禁止してきましたが、
各種研修会・講習会使用者の利便性及びロビーの有効
活用を図るため、移動席及びステージを使用しない大
ホールのみの使用に限り試行的に飲食を許可すること
にしました。飲食の範囲などは次のとおりですが、詳
しくはお問い合わせください。

�����平成21年8月1日～平成22年3月31日
�����

・各種研修会、講習会での昼食やお茶相当（オードブ
ルやアルコールは禁止）
・健康体操サークルなどでの水分補給

※移動席を使用する場合の飲食やステージ上での飲食・
関係物品の配置は従来どおり禁止します。（講演会などで
の演台上における講師の飲み物は除く）
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　暖房改修工事のため一部の使用を除き日中の使用が
できなくなります。ご迷惑をおかけしますがご理解ご
協力をお願いします。工事期間は9月までの予定です。
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　例年、無宗教形式にて実施しております羽幌町戦没
者追悼式を本年度も国及び北海道に準じて執り行いま
す。式典にご参列くださいますようご案内いたします。
なお、都合の悪い方においては先の大戦において亡く
なられた方々の御霊を追悼す
るため、式典当日に各職場や
家庭において「黙祷」の行事
にご参加くださいますようご
理解とご協力をお願いします。

���8月20日(木)
���中央公民館大ホール
���・受付　午前9:00
　　　・開式　午前9:55
　　　・黙祷　午前10:00（サイレン吹鳴）
　　　・閉式　午前10:45

�������羽幌町戦没者追悼式実行委員会事務局
　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)



　伝統に根ざし、現代に生きる創造を、未来をたくす
子どもたちへ。
　今年の少年少女芸術劇場は小学生と中学生で演目を
変え、2会場同時に開催します。一般の方もご覧いた
だけますので、ぜひご来場ください。
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���8月25日(火)　午前11:00
���羽幌小学校体育館
����無料
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���8月25日(火)　午前11:00
���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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　子どもたちや幼児教育の世界で大人気だったみんな
のバンド「トラや帽子店」の元マネージャーが「困った
ときのオマチマン」としてやってくる！歌や手遊び、
パネルシアターなどの親子コンサートを行います。
　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。ぜひ、
お越しください。

��　9月11日(金)　午前10:30
��　すこやか健康センター 多目的ホール
���　無料
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　町内の小中学生が何を感じ、何を考えているかを一
般の人に訴えるとともに、次代を担う清新で建設的な
意見を交換できるコンクールです。みなさんのご来場
をお待ちしております

���9月12日(土)　午後1:0０
���中央公民館大ホール
���羽幌町子ども会育成連絡協議会
�������社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌町文化協会主催の交流まつりが開催されます。
カラオケやダンス、ゲームなどで秋の夜長を楽しく過
ごしましょう。上履きをご持
参ください。

��　9月5日(土)　午後6:30
��　旧羽幌町民体育館
���　1,000円(入場券をお買い求めください）
������　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

　町内において書道など文化活動をしている方々の作
品を募集しています。年に一度の発表の場「町民芸術
祭」に参加してみませんか。詳しくはお問い合わせく
ださい。
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（展示部門）　10月31日(土)～11月2日(月)
（舞台部門）　11月3日(火)
����　
菊花、写真、絵画、書道、俳句、短歌、川柳など
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　TOTO株式会社
 給湯器点検コールセンター � 0120-444-309（フリーダイヤル）

　TOTO製石油給湯器の一部機種で、部品の不具合に
よる発火事故に至る可能性があります。対象製品で点
検がお済みでない場合は、点検（部品交換）を無料で実
施しています。発見したら至急ご連絡をお願いします。
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� RPE32K△△　　　� RPH32K△△
� RPE40K△△　　　� RPH40K△△
� RPE41K△△　　　� RPH41K△△　　　　
※△部分に英文字が続く場合があります。
　本体前面に「Hi-ACTY」と記載されたシールが貼られ
ています。
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�������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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　お盆を過ぎると、そろそろ海の水は冷たくなります
が、羽幌小学校のプールはまだまだ開放中です。水泳
は全身運動、適度に身体を動かしリフレッシュしま
しょう。泳げなくても大丈夫、ウォーキングだけでも
健康づくりに効果的。
　ぜひ、ご利用ください。スイ
ミングキャップは忘れずに！

����　9月13日(日)まで
����　(平日) 午後3:00～午後9:00
　　　　　(土曜日) 午後1:00～午後9:00
　　　　　(日曜日) 午前10:00～午後9:00
���　毎週月曜日

　北海道労働委員会では、道の各支庁労働相談所と連
携して労働条件その他労働問題に関する労働者と使用
者間の紛争（解雇や未払賃金など）の「あっせん」を
行っています。「あっせん」とは労働問題に精通した
あっせん員が個々の労働者と使用者間に入って紛争が
解決できるようお手伝いする制度です。あなたのプラ
イバシーは守られますので、お気軽にご利用ください。
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　北海道労働委員会事務局 � 011-204-5667
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　災害は、いつ、どこで、どのように起こるかわかり
ません。突然やってくる災害から身を守るためには、
普段から災害に対する備えをしっかり持つことが大切
です。次のことを家族全員で確認しておきましょう。

・家族が離ればなれになったときの集まる場所や連絡
　方法
・町が指定している避難場所
・災害時に持ち出す家族の大切なもの

 　災害が発生し、避難の指示などがあった場合は、ま
ず落ち着いて行動し、役場職員や警察官の指示に従っ
て避難しましょう。また、避難のために車は使わない
ようにしましょう。

������　羽幌警察署 � 62-1110
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　道の仕事に関して、みなさん自身の利害に関わる苦
情は苦情審査委員に申し立ててください。
　苦情解決に向け、簡易な手続きで苦情審査委員が中
立的な立場から道の業務や制度の内容を調査するなど
迅速に処理します。なお、個人情報の保護には十分配
慮します。
　苦情の窓口は、道庁道政相談センターのほか支庁の
道政相談室です。制度概要をまとめたリーフレットも
用意してますのでご連絡ください。苦情の申立て方法
は所定の「苦情申立書」により申立てができます。

�������北海道総合政策部知事室
　道政相談センター � 011-204-5022
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　海や川でサケ・マスを違法に採捕すると法律や規則
で罰せられます。違反者はその内容に応じ、法令によ
り最高3年以下の懲役または200万円以下の罰金を受け
ることがあります。密猟者を発見した場合は北るもい
漁協（� 0164-62-1291）や羽幌警察署（� 0164-62-1110）
などに連絡してください。
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　農林水産課水産係 � 62-1211(内線344)
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  2日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  3日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  7日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  9日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ14日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル16日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ28日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診30日(水)

　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の
で気軽にご参加ください。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

������　苫前クリニック
　　　　　(苫前町字苫前)
　　　　   � 64-9070
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　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。

��　9月18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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������　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。

��　9月29日(火)
��　歌謡ビクス
��　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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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
今回は簡単なゲームを行います。気軽に楽しみながら
できますので多数ご参加ください。無料送迎バスも運
行しますので、ご利用の方は申し込みの際にお知らせ
ください。

��　9月24日(木)　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
����　9月17日(木)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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栄町南団地バス停前　午後1：０５

栄町団地バス停前（旧道立病院）　午後1：０8

東出商店前（幸町）　午後1：10

沿岸バス羽幌ターミナル前（旧駅）　午後1：15

喫茶店イフ前（南大通3）　午後1：17

朝日生命前（南大通1）　午後1：20

�������������北海道立羽幌病院　� 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/
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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。
　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。

���9月10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

　行政について苦情や困っていること、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。

��　9月8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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�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

　今年で20回目を数えるおろちゃんマラソン大会の参
加者を募集します。体育の日にあわせて秋空の下、さ
わやかな汗を流しませんか？ ご応募お待ちしています。

��　10月11日(日)　午前10:00スタート(雨天決行)
��　総合体育館～中央方面(往復)
���　無料
※申込要領など大会の詳細はお問い合わせください。
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　平成21年9月分の外来診療体制はつぎのとおりです。




