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　夏は、海や川に出掛ける機会が多くなります。少し
の気の緩みや不注意が思いがけない事故となることが
あります。水難事故のない楽しい夏を過ごすため、次
の点に注意しましょう。

�水辺で遊ぶ子どもから目を離さないようにしましょ
　う。波に倒されたり、沖に流される危険があります。
�海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体
　力に応じて泳ぎましょう。
�体調不良時に無理をしたり、お酒を飲んで泳がない
　ようにしましょう。
�釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場
　所を選び、高波時の防波堤、流れの速い岸辺や滑り
　やすい岩場などはやめましょう。
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　羽幌警察署 � 62-1110

� 0164-62-1211(代表)
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　不正軽油とは、軽油引取税を脱税するために軽油に
灯油や重油を混和するなどした燃料油をいいます。
　北海道では、7月を不正軽油強化月間と定めキャン
ペーンを実施しています。不正軽油について何か情報
がありましたら、ご連絡をお願いします。
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�不正軽油ストップ110番 � 0800-8002-110（無料）
　留萌振興局地域政策部税務課 � 0164-42-8417
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節電：北海道電力(株)旭川支店 � 0120-635-154(無料)
計画停電：専用コールセンター� 0120-55-7880(無料）
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　この夏、泊発電所の運転を再開できない場合、電力
の不足が予想されます。次の期間と時間帯には特に、
節電にご協力ください。また、計画停電は原
則実施されませんが、発電所の故障などで万
が一電力が不足する場合には実施が想定され
ます。

������　・7月23日(月）～9月7日(金）
　　　　　　　　 午前9時00分～午後8時00分(平日）
　　　　　　　・9月10日(月）～9月14日(金）
　　　　　　　 　午後5時00分～午後8時00分
※特にご家庭では、電気使用量が増える夕方以降(午後
6時～午後8時）の時間帯のご協力をお願いします。
�
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　電力の消費は、照明、冷蔵庫、テレビで約７割を占め
ています。これらの電化製品を中心にムダな使用を控
え、温度や明るさなどの設定を見直すと効果的に節電
ができます。
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北海道の夏の平日の電気の使われ方(イメージ） 
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　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。
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　　　8件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　11人)(　　　0人負 傷 者
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　　188件)(　　　27件救 急 出 動

　　193人)(　　　27人搬 送 人 員

　　　5件)(　　1件火 災 件 数

5,173千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

　子どもたちにとって夏の楽しみな花火の季節がやっ
てきました。しかし、気軽に楽しめる花火も正しく扱
わないと、火災や火傷などの事故につながりかねませ
ん。たかが花火と思わず、夏の風物詩を楽しい思い出
とするために、十分に注意して遊びましょう。

�風の強い日は花火をしない
�子どもだけで花火をしない
�燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ
�水の入ったバケツなどを用意する
�説明書をよく読み、取り扱いに十分注意する
�吹出し、打上げ花火は、途中で火が消えても筒をの
ぞかない
※平成２３年中の火遊びによる火災は、1,731件も発生しています。

いま一度、子どもたちと火災の恐ろしさや火の取扱いについて話

し合いましょう。
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　火をつけた時はその場から離れず、外出する場合は
必ず火を消してから出かけましょう。
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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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�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係  � 62-5880

　夏休み恒例のラジオ体操会を今年も開催します。
　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26日(木)～8月10日(金)�午前6:30から
※雨天の場合は中止(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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　ご高齢の方や心身に障がいを持たれた方がスポーツ
を通じて親睦を深め、健康保持と社会参加を促進する
ことを目的にふれあいスポーツ大会を開催します。

���7月27日(金)　午前8:30受付　午前9:00開会
���羽幌町総合体育館 パワデール
���町内在住の65歳以上の方、心身に障がいを持た
　　　れた方（年齢制限なし）
���玉入れ、対抗リレー、幼稚園児のお遊戯鑑賞 ほか
※上靴を必ずご持参ください。
�����7月20日（金）
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　今年も札幌静修高校と北海学園大学の硬式野球部お
よび柔道部のみなさんが羽幌町を訪れ、夏の強化合宿
を行います。それぞれの合宿のスケジュールは次のと
おりです。
　町では、町内の施設を利用した文化・スポーツ合宿
の誘致を進めており、宿泊費の一部を補助するなどで
きる限りのサポートをしています。町民のみなさんの
協力と温かいご声援をよろしくお願いします。
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��　7月27日(金)～8月2日(木)
��　スポーツ公園Ａ球場 
����　16名
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   期間中、羽幌高校をはじめ留萌、紋別、枝幸、小樽水
産、江南義塾盛岡(岩手県)などの高校が参加して試合を
行うオロロンリーグが開かれます。組合せなどはまだ
決定していませんが、下記日程で行われますので、高
校球児の元気の良いプレーをぜひご観戦ください。

��　7月28日(土）　午前9時00分～夕方
　　　7月29日(日)　 午前9時00分～正午
��　スポーツ公園A・B球場
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��　8月7日(火)～8月14日(火)
��　スポーツ公園Ａ・Ｂ球場 
����　50名
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��　8月17日(金)～8月20日(月)
��　武道館
����　11名

������

　産業課観光振興係 � 68-7007（課直通）

せいしゅう
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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。
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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）

���8月9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
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　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。

��　8月8日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������

�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。

��　8月21日(火) 　午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　保健師と栄養士による健康相談を行っています。町
内在住の方なら誰でも利用できます。毎回体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話、軽い運動をしています。
健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

��　8月28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)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  1日(水)

健康センター午後1：30～二種混合予防接種  1日(水)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診  3日(金)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診  4日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診  5日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  8日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  9日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ20日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル22日(水)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診22日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ27日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診29日(水)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程を掲載して
います。事業内容など詳しくはお問い合わせください。

　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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�������すこやか健康センター内

　福祉課保健係  � 62-6020
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������　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

　65歳以上の方を対象に巡回結核検診を実施します。
事前の申込みは必要ありませんので、下記までお越し
ください。結核の早期発見と重症化予防、人への感染
予防のためにも1年に1度検診を受診しましょう。

��　8月4日(土）
��　�中央老人寿の家　　　　午後0:15～午後0:40
　　　�朝日集会所　　　　　　午後0:55～午後1:20
　　　�上築老人の家　　　　　午後1:40～午後2:05
　　　�築別集会所　　　　　　午後2:20～午後2:45
　　　�川北老人福祉センター　午後3:00～午後3:25
���町内在住の65歳以上の方
　　　※今年、病院や健診で胸部レントゲン撮影をされている
　　　　 方は、受ける必要はありません。

���無料
��　巡回レントゲン車による胸部Ｘ線撮影
　　　(1人約2～3分程度)
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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旭川
留萌

受付時に
お知らせ

随時
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(男子)

旭川9/23-269/7
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(女子)

留萌
1次：9/17
2次：10/4-11

9/7
18歳以上
27歳未満

一般曹候補生

旭川
1次：9/22
2次：10/13-18

9/7
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

旭川
1次：10/20
2次：11/17・18

10/1
高卒(見込含)
24歳未満

看護学生

旭川
1次：11/10・11
2次：12/11-15

10/1
高卒(見込含)
21歳未満

防衛大学校

　次のとおり自衛官を募集しています。試験科目など
詳しくはお問い合わせください。

����������北海道立羽幌病院 　� 62-6060
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����※当面の間、午後の診療は休診。ただし、第2・4木曜は留萌

セントラルクリニックの協力により、午後診療も行う予定です。　　��

������������は、隔週水曜日の診療となります。　

・ 予約をしないで内科を受診する方は、9時からの診療となります

のでご了承ください。

�����※旭川医大井上講師の診療は第1・2・3月曜日となります。

����※コンタクトレンズの処方は行っていません。
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緊急性のない軽症の方は、平日の診療時間内に受診するようご協力をお
願いします。(症状などで心配なことや、受診を希望される方は、電話

でご相談ください。看護師がお受けし、内容によっては 医師と相談し

て受診の必要性を判断させていただきます）

　移動献血車が巡回します。場所と時間は次のとおりですので、みなさんのご協力をお願いします。
　なお、献血カードをお持ちの方は、受付で必要となりますので必ずご持参ください。
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�旧NTT羽幌営業所前　　　午前9:0０～午前１0:2０

�留萌信用金庫羽幌支店前　午前１０:40～正午

�川北老人福祉センター前　午後1:15～午後2:30

�羽幌町役場前　　　　　　午後2:50～午後4:30
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　福祉課社会福祉係　 � 68-7004（課直通）
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�北海道銀行羽幌支店前　　午前9:0０～午前１0:2０

�北るもい漁業協同組合前　午前１０:40～正午

�すこやか健康センター前　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　午後2:50～午後4:30

血糖値が気になるけれど時間がなくて検査を受

けられないという方に、おすすめです。

予約なしで約10分で済み、気軽に受けられる検

査です。

結果については、医師が判定してお知らせする

ので安心です。
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����　9:00～ 17:00（受付に「プチっと健診 
                 を受けたい。」とお申し出ください。）
��　       736円
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