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　資源として再利用するため布類の回収を次のとおり
行います。洗濯した後、透明又は白色系の袋に入れて
お近くの収集場所までお持ちください。料金は無料で、
羽幌消費者協会が回収します。

���11月6日（火）　午前9:00～午後1:00
������川北老人福祉センター
�����・幸町南集会所
�����・中央公民館（第３研修室）
������　綿50%以上の衣類など
　※ジャージ、ジーパン、布団などは回収できません
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)

��������	�������	
��

�「�������	」�������

　生ごみからできた堆肥「きらりコンポスト」を配布し
ます。この堆肥は、苫前町・羽幌町・初山別村の家庭
などから収集した生ごみを発酵させたもので、窒素・リ
ン酸・カリなどを含んだ有機物主体の
特殊肥料です。家庭菜園などにご活
用ください。

���10月27日（土）　午前10:00
���中央公民館駐車場（レストパーク側）
��　3,000袋（無くなり次第終了）
※ただし、受け渡しできる堆肥の数は、原則ひとり5袋以内。
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　町民課環境衛生係 � 68-7003(課直通)

　高齢または身体上の理由などで自力で除雪すること
が困難な世帯を対象に、除雪サービスを実施していま
す。希望される方はお申し込みください。

�����市街地区在住でおおむね65歳以上の除雪支
援が必要と思われる単身・夫婦世帯。（ただし、次の
①～③にあてはまらない方）
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�����平成24年12月1日～平成25年3月15日（予
定）

������無料�
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　積雪がおおむね15cm以上となった場合、1日1回、
玄関前の除雪を実施。
�����平成24年11月2日（金）

※詳しくはお問い合わせください。なお、離島地区の
方は個別に対応します。
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　すこやか健康センター内

　福祉課地域包括支援センター係 � 62-6021
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　羽幌警察署並びに消防署から9月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　10件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　13人)(　　　1人負 傷 者
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　　279件)(　　　24件救 急 出 動

　　282人)(　　　23人搬 送 人 員

　　　5件)(　　0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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　はぼろ温泉サンセットプラザ � 62-3800
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　はぼろ温泉サンセットプラザの浴場ガラス取替に伴
い、入浴ができない時間帯があります。ご不便をお掛
けしますが、ご協力をお願いし
ます。

�������10月29日（月）・30日(火)
　　　　　　　午前10:00～午後6:00まで
※男女とも入浴はできません。
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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　秋も深まり暖房器具の使用も増え、火災が発生しや
すい時季を迎えました。町内から死傷者の伴う火災や
財産の損失を防ぎ、町民のみなさんの火災予防に対す
る意識を高めて頂くことを目的に、秋の火災予防運動
を実施します。
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　平成21年6月よりすべての住宅に住宅用火災警報器
の設置が義務付けられました。もう設置しましたか。
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�1階建て
　   →寝室に取付けます。
�2階建て
    ・寝室が1Fのみの場合
　　→寝室のみに取付けます。
　・寝室が2Fのみの場合
　　→寝室の他に階段にも取付けます。
　・寝室が1Fと2Fの場合
　　→1Fと2Fの寝室の他に階段にも取付けます。
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�北海道海鳥センター � 69-2080

　道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべ
ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを
含む)に適用される北海道最低賃金(地域別)が次のとお
り改正されます。

������時間額 719円
�������	平成24年10月18日

※最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入され
ません。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、
最低賃金法違反として処罰されることがあります。

������

　留萌労働基準監督署 � 0164-42-0463
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　北海道海鳥センターでは、地球温暖化対策（CO2削
減）のため次の期間、開館時間を一部変更します。

��　平成24年11月1日から平成25年3月31日まで
����　午前9:00～午後4:00

�������	
��������



������　
　羽幌警察署 � 62-1110

　この時期は、日が短くなり夕暮れから夜間にかけて
高齢者歩行者が被害となる事故が多発します。次の点
に注意して、交通事故を防止しましょう。
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・歩行者は車の接近に気づかないこともあります。歩
　行者の不意な行動に対処できるようスピードダウン
　を心がけましょう。
・ドライバーから見て、右から左に横断する歩行者を
　見落としがちですので、特に注意しましょう。
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・ 夜間、外出する時は、持ち物や身体に夜光反射材を
　 つけ、ドライバーに目立つようにしましょう。
　 また、できるだけ明るい服を着ましょう。
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　総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030　
   中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　コーディネーショントレーニングは、子どもの運動
能力を高め、脳を活性化させるトレーニングです。
　家庭でもできる子どもの運動能力を伸ばすトレーニ
ング方法を親子で学べます。ぜひ親子で参加してくだ
さい。

���10月27日(土）　午前9:00～正午　
���総合体育館 パワデール
����幼児から小学生とその保護者
����無料
����運動できる服装・上靴を持参
※この事業は財団法人自治総合センターのコミュニティ助成
事業により行います。同センターが全国自治宝くじの普及広
報事業費として受け入れる受託事業収入を財源として、住民
のコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図るととも
に宝くじの普及広報を目的に行われます。
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�財務課税務係 � 68-7002(課直通）
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　「税を考える週間（11月11日～17日）」にあわせ、小中
学生を対象とした税の書道展を開催します。力強く書
き上げられた作品をぜひご覧ください。

���11月9日(金)～11月15日(木)
���中央公民館ロビー
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道町民税（第3期分） 
 国民健康保険税（第4期分）

【�������������	
����】
　※10月27日は土曜日のため������に開設します
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　留萌振興局林務課 � 0164-42-8464
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　留萌振興局では、植樹体験を通じて、みどりの環境
づくりや自然環境の復元についての理解を深めてもら
う「留萌をみどりの輪でつなぐ植樹ツアー」を開催し
ます。みなさんの参加をお待
ちしています。

���10月18日(木)　午前10:00～午後1:50
���羽幌町ビオトープ・北海道海鳥センター
���植樹体験・自然復元の取組み紹介・海鳥センター
　　　見学・温泉入浴(希望者）
����無料　※食事、入浴料は自己負担
���　このツアーは「留萌みどりづくりネットワー
　　　ク」設立記念として企画しています。

　羽幌町近郊の旬の自然をゆるゆると楽しむ観察会。
今回は、ワシなどの渡り鳥の観察をします。
　豊かな自然とのんびり向き合ってみませんか？

��　10月28日(日)　午前9:00～午前11:30
����　北海道海鳥センター
���　100円(保険料)　
����　10月25日(木)
�����双眼鏡(ある方はお持ちください）
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　北海道海鳥センター � 69-2080
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　プロジェクトWETとは、水について学び、考える環
境教育プログラムです。さまざまな活動を体験し、理
念やその指導方法を2日間で学びます。どうぞご参加
ください。

��　11月10日(土)　午前10:00～午後5:00
　　　11月11日(日)　午前9:00～午後4:00
��　北海道海鳥センター
��　18歳以上で、2日間とも参加できる方
��　環境共育事務所うてきあに代表　太田 稔 氏
���　5,000円（テキスト代） ※再受講者は無料
��　24名
����　11月1日(木)
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　北海道海鳥センター � 69-2080

　平成25年の新成人をお祝いします。
　町外からの出席も可能ですのでお申込みください。

���平成25年1月13日(日)　午後1:00から
���中央公民館大ホール
���平成4年4月2日～平成5年4月1日生まれの方
����

�羽幌町に住民登録のある方
　申込みはいりません。
�羽幌町に住民登録のない方
　12月7日までにお申込みください。（保護者からの申
込みも可）なお、12月8日以降に申し込まれた場合、式典
には参加できますが、成人者名簿に記載されません。
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　ケガをした野鳥を見つけた場合、あなたならどうし
ますか。この講習会では症例紹介や実習により救護方
法を学びます。

��　10月21日(日)　午前10:00～午後2:00
��　北海道海鳥センター
��　ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
　　　獣医師 山田 智子 氏
���　無料
����　10月18日(木)
��　留萌振興局・北海道海鳥センター
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　留萌振興局保健環境部環境生活課 � 0164-42-8436

　管内陶芸愛好会の趣向を凝らした作品を多数展示し
ます。

��　10月12日(金)～10月16日(火)
��　中央公民館ロビー

�������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
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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）

���11月8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。

��　11月14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、毎月1回
開催しています。

��　11月21日(水) 　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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　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
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　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

　道立羽幌病院は、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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　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。

��　11月27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～苺くらぶ  5日(月)

市街：中央公民館

天売：天売診療所
焼尻：焼尻診療所

市街　
午後1：00～
天売・焼尻　
午後1：30～

市街・天売・焼尻地区
高齢者インフルエンザ
予防接種
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  5日(月)

  6日(火)

  7日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ12日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診14日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ19日(月)

中央公民館午後1：00～
市街地区高齢者インフ
ルエンザ予防接種

19日(月）

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル21日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ26日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診28日(水)
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　親子で参加できる子育て教室です。楽しい子育ての輪、
友だちの輪を広げませんか。

��　毎週火・金曜日　午前9:３０～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　幼稚園・保育園に未入園のお子さんと保護者
��　保育士による手遊び ほか

����※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。

            ・ 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）

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