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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。

　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。
　町では、次の日程で今年度2回目の狂犬病予防注射
と登録受付を行いますので、都合の良い会場で接種し
てください。

��　9月30日(金)　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)

����

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 ※事前に申し込みが必要午後２：３５～４：３０

※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、狂犬病予防注射は年に1回受けるものです。
春（5月）に受けている場合は、今回の予防注射を受け
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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　羽幌町教育委員会
　学校管理課学校教育係 � 68-7010（課直通）
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　中学校卒業程度認定試験は、病気などやむを得ない
理由で、小・中学校の就学を猶予または免除された方
などに対し、中学校卒業程度の学力があることを国が
認定するものです。合格すれば高等学校の入学資格が
得られます。
　
������　9月8日(木)～9月28日(水)
���　11月2日(水)
����　国語、社会、数学、理科、英語
※出願書類や試験会場など詳しくは教育委員会へお問
い合わせください。
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　今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まり
ます。
　身近に住んでいる方が何か困っているとき、「何かを
してあげたい」、でも「一人ではしたくてもできない」
と思うようなことはありませんか？そのような想いは
募金にたくすことができます。地域の暮らしやすいま
ちづくりは、地域の住民の方々だけでなく企業の力も
必要です。
　誰もが安心して暮らせる「まちづくり」のため、みな
さんの“やさしい想い”を赤い羽根共同募金にお寄せ
ください。

������　羽幌町共同募金委員会
　羽幌町社会福祉協議会内 � 69-2311

������　
　旭川地方法務局留萌支局 � 0164-42-0492
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　不動産や会社などの登記事項証明書は、従来の書面
申請に加え、インターネットを利用したオンライン申
請が可能です。また、書面申請よりも多くのメリット
がありますので、ぜひ、ご利用ください。
　
������

　オンライン申請は書面申請に比べ手数料が安いほか、
郵送での受け取りを希望する場合、別途、返信用切手
などを負担する必要がありません。
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　オンライン申請の場合、インターネットで申請した
後、郵便局のATMやインターネットバンキングなどで
手数料を支払うと、郵送で申請する場合よりも早く証
明書を受け取ることができます。

※オンライン申請の操作方法など詳しくは法務省の
ホームページをご覧になるか、電話でお問い合わせく
ださい。
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������　留萌振興局税務課 � 0164-42-8417

エルタックスを利用すると、窓口へ出かけずにインター
ネットで簡単に申告・届出ができます。
ご利用届出、詳しい情報は
ホームページをご覧ください。
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　「交通事故死ゼロを目指す日」は、交通安全に対す
るさらなる意識の向上を図るための国民運動です。
　1人ひとりが交通ルールを守り、交通マナーを実践
して、交通事故に遭わない、起こさないよう注意しま
しょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　　　2件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　1人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　　248件)(　　　39件救 急 出 動

　　250人)(　　　39人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

10,092千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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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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　今年もおろちゃんマラソン大会の参加者を募集して
います。健康増進や体力づくりに日ごろジョギングを
されている方、ぜひ参加しましょう。 お申し込みお待
ちしています。

��　10月9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24日（土）
※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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とおあしかい

　今年で4回目を数える「はぼろ探訪遠足会」を開催し
ます。羽幌の自然や炭鉱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
コースも用意しています。友人・知人お誘いあわせの
うえ、ぜひご参加ください。申込方法など詳しくはお
問い合わせください。

��　9月25日(日)　午前7:00スタート（雨天決行）
����　中学生以上で健康に自信のある方
����

・�������	
�
　総合体育館～上羽幌～羽幌炭鉱～築別～総合体育館
・�������	
��　※羽幌炭鉱までバス移動
　羽幌炭鉱～築別～総合体育館
���　軽食・飲物経費含む
・�������	
�　  1,500円
・�������	
��　1,000円
����　9月17日（土）

　教育委員会では、町内で日頃から文化活動、スポー
ツ活動などで活躍されている個人や団体に対し、文化
賞・体育賞及び文化奨励賞・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
ましたら、ご推薦をお願いします。

����　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
　　　　　のうえ、提出してください。
����　9月30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年以上在住し
　　　　　ている方、または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団体。
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����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

「��������」

　切り絵や刺しゅうなど、いちい大学生の作品を展示。

���10月4日(火)～10月7日(金)

「�������	
���」

　管内陶芸愛好者の趣向を凝らした作品を多数展示。

���10月14日(金)～10月18日(火)

　小樽市を拠点に活動するKUROの大道芸ショーです。
　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。みなさんご来場ください。

���9月27日(火)　午前10:00
���中央公民館大ホール
����無料

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　すこやか健康センター 栄養士（金子） � 62-6020
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　北海道栄養士会留萌支部主催の料理講習会を今年も
開催します。男女問わず本格的な料理にふれてみませ
んか。

���10月4日(火)　午後6:30～午後8:30
���苫前町公民館
���20歳以上の方（定員20名）
���とままえ温泉ふわっと料理長　西岡 達之 氏
�����変わり太巻き寿司、酢の物、お吸い物 ほか
����1,000円
����三角巾、エプロン、ふきん
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　留萌振興局産業振興部林務課 � 0164-42-8464
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　みなさんで羽幌本来の自然を復元しませんか。
　郷土の100年前のみどり環境の回復を目指した緑化
運動の一環として、自然空間はぼろで植樹や見学会を
開催します。みなさんのご参加をお待ちしています。

��　10月16日(日)　 午前9:40集合（終了は午後2:00）
����　北海道海鳥センター
��　自然復元の取組み紹介、海鳥センター見学など
���　無料
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　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14日(水)　午後1:00式典開始
���中央公民館大ホール
���町内在住の65歳以上の方
��

・山本裕美子（民謡、演歌）
・はたのぼる（野菜演奏尺八漫談）

������　
　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　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。出品規格など詳しくは
お問い合わせください。また、舞台部門
（3日）の出演団体も募集中です。

����　10月30日(日)～11月1日(火)
����　町民であればどなたでも
����　菊花・写真・絵画・書道・俳句・短歌・川柳
����　10月11日(火)

�������	
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����������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880



　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12日(水)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
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　行政相談週間にあわせて、期間中に特設相談所を開
設します。どうぞご利用ください。相談は無料です。

��　10月19日(水)　午前9:00～正午
��　行政サービスコーナー（ハートタウンはぼろ内）

�����

　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。

��　10月25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)

�����

������　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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健康センター午前7：45～
午後0：45～

婦人科検診（乳がん・
子宮がん・骨粗しょう症）  2日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  3日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診  5日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル12日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診12日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ13日(木)

健康センター午後1：30～ポリオ予防接種19日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル26日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室28日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ31日(月)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

　このほか、「うさこちゃん あそびの広場」を開設し、
保護者の方が安心して子育てできるようお手伝いをし
ています。 親子で参加して、楽し
い子育ての輪、おともだちの輪を
広げましょう。

��　毎週火・金曜日　午前9:30～午前11:00
��　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

　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
ご確認ください。

　9月10日から16日は「自殺予防週間」です。
　自殺の原因は、個人の自由な意志や選択の結果では
なく、失業、借金などの経済問題や健康問題、家庭問題、
こころの悩みなどの要因が複雑に関係しています。
　自殺は、こうしたさまざまな悩みにより｢心理的に追
い込まれた末の死」といえます。ひとりで悩まず、まず
は相談しましょう。

��������	


��　留萌保健所保健師
��　平日の午前9:00～午後5:00
��　0164-42-8327

��������	


��　0166-23-4343
��　24時間対応

������

　留萌振興局子ども・保健推進課（留萌保健所）
　� 0164-42-8327

���������
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　生活のしづらさを感じている方や将来に不安を感じ
ている方などのために、巡回相談を行っています。
　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 木曜日　午前9:00～午後5:00（祝日除く）
��　川北老人福祉センター

�������	


　留萌圏域障がい者総合相談支援センター「うぇる」
　� 0164-43-7575　� wel-sien@bz01.plala.or.jp

������　
　町民課総合受付係 � 68-7003（課直通）

　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）

���10月13日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����
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　日本年金機構留萌年金事務所 � 0164-43-7211

　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、心配ごと相談所を開催しています。

��　10月21日(金)　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

　厚生労働省では、労災保険に関する相談窓口を開設
しています。働く方も事業主の方もお気軽にご利用く
ださい。

�������	
��

��　0570-006031（ナビダイヤル）
��　月～金曜日の午前9:00～午後5:00
　　　ただし、祝日、年末年始を除きます
���

・労災保険ってどんな制度？
・労災請求の手続きを教えて
・労災の休業補償はいつまでもらえるの？
※労災年金相談もお受けします。

��������	
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������　厚生労働省 北海道労働局
　労働基準部労災補償課 � 011-709-2311（内線3590）

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条2丁目
�社会教育課社会教育係（中央公民館内） � 62-5880

���������������������

　次のとおり嘱託職員を募集しますので、希望される
方はご応募ください。

�����1名（武道館の清掃、除雪など管理全般）　
�����年齢18歳以上の方
�����月～金曜日 午後3:00～午後9:00（休憩1時間）
　　　　　土曜日 午後4:00～午後9:00（休憩1時間）
����　平成23年11月1日～平成24年3月31日
��　月額 113,800円
���健康保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務災害
　補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入のうえ、10月7日(必着)までに申し込む。※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接 ※日程は後日通知


