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　財務課税務係 � 68-7002 (係直通）
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　日頃より、各種税金や使用料の納期内納付にご理解
ご協力を賜り心より感謝申し上げます。
　さて、町ではこれまで納税環境向上のため、川北納
税出張窓口を開設してきましたが、口座振替をはじめ、
コンビニ収納サービス(税のみ)等により納税環境が
整ったことから、10月をもって川北納税出張窓口の業
務を終了させていただくこととなりました。
　ご利用のみなさまには大変ご不便をおかけしますが、
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

��������8月27日(水)・9月29日(月)・10月27日(月)
�����午前9:00～午前11:00
�����川北老人福祉センター　

　北海道警察では、次のとおり警察官の採用試験を実
施します。詳しくはお問い合わせください。

�����昭和57年4月2日から平成9年4月1日までに
　　　　生まれた者
�����8月12日(火)～8月27日(水)
　　　　　※電子申請は8/22まで
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　羽幌警察署  � 62-1110

�������	
����

�������	
���������

　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。
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　　　3件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　3人)(　　　1人負 傷 者
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　　218件)(　　　32件救 急 出 動

　　209人)(　　　28人搬 送 人 員

　　　1件)(　　0件火 災 件 数

218千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　例年、無宗教形式で実施している羽幌町戦没者追悼
式を次のとおり執り行います。
　式典に参列できない場合は、当日
の「黙祷」にご協力をお願いします。

���8月20日(水)
���中央公民館大ホール
���・開式　午前9:55（受付は午前9:00から）

　　　・黙祷　午前10:00　�������	
���

�������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 � 68-7004 (課直通）
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　函館税関監視部統括監視官部門 � 0138-40-4244
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　税関では戦後、海外から引き揚げて来られた方々か
らお預かり致しました、約87万件の下記のような未返
還の保管証券類をお返ししております。
　返還請求はご本人だけでなくご家族の方々でも構い
ません。お気付きの方は、お気軽に最寄りの税関まで
お問い合わせください。　
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　・終戦後、海外から引き揚げて来られた方々が、上
　陸地の税関・海運局に預けられた通過・証券。
　・帰国前に樺太( 真岡 、 大泊 、 豊栄 、 留多加 など)、

まおか おおどまり とよさかえ るたか

　満州( 瀋陽 、 吉林 、 撫順 、 鞍山 など)にあった在外公
しんよう きつりん ぶじゅん あんざん

　館、日本人自治会に預けられた通過・証券等のうち
　日本に返還されたもの。
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　北るもい漁業協同組合 � 62-1291
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あい

　北るもい漁業協同組合がはぼろの甘えびを全国にＰ
Ｒするために誕生させたイメージキャラクター
「 海老名   愛 」のニックネームを甘エビまつりにおいて

えびな あい

募集したところ、名前で呼ぶのが1番という応募が多
く「 愛 ちゃん」に決定しました。

あい

　「愛ちゃん」と一緒にはぼろの甘えびを全国のみな
さんへＰＲしましょう。　　
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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。詳しくはお問い合わせください。
　
������　8月28日(木)～9月16日(火)
���　10月30日(木)
����　国語、社会、数学、理科、英語

��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�����9月19日(金)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・8月13日～16日
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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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　9月9日は「救急の日」。消防署では救命講習会を開催
します。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。この機会に応急手当の方
法を身につけませんか。

���9月6日(土)　午後1:00～午後4:00
���消防署2階 会議室
���中学生以上
����怪我等で出血した時の応急処置（止血法）
　　　・突然家族や同僚が意識を失って倒れたら
　　　　(心肺蘇生法）
　　　・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方
�����30名程度
���　無料
����受講者全員に交付
����町内会、団体、企業、施設対象の普通救命講
　　　習会も随時受け付けています。
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　北留萌消防組合消防署警防課救急係 � 62-1246

�������総務省北海道総合通信局
　情報通信部放送課 � 011-709-2311(内線4665)
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　町内の一部地域(南5丁目通りから南側の一部と汐見
の一部)では、ＨＢＣ(リモコン番号①）及びＳＴＶ(リ
モコン番号⑤)の放送に映像の乱れや映像が映らないと
いった受信不良が発生する状況にあり、その原因であ
る礼文中継局の送信チャンネルとの「フェージング混
信障害」を解消するため、次のとおり
礼文中継局の送信チャンネルの変更が
行われることになりましたのでお知ら
せします。
　なお、羽幌町側でチャンネルの変更等の手続きの必
要はありません。

�������	
��平成26年9月29日(月)
�������	
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急激な気温の上昇に伴う海水温と大気温の差などによ
り礼文中継局の電波が羽幌中継局の電波と干渉し、受
信不良を起こす障害です。　
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　昨年、津軽三味線日本一決定戦A級で優勝した焼尻島
出身の｢忍弥－ｎiｙa－｣によるコンサートを開催します。

��　10月13日(月・祝)　午後6:00開場 / 午後6:30開演
��　大ホール
���　2,000円(前売り) / 2,500円(当日)
　　　　小学生以下無料
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　羽幌町町民芸術祭の審査をされていた町内在住の
佐々木弘和さんの書道展を開催します。

��　9月11日(木)～10月8日(水)　
��　書の北溟記念室
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　羽幌町文化協会主催の交流まつりを開催します。カ
ラオケやダンス、ゲームなどで楽しく過ごしましょう。

��　8月30日(土)　午後6:30
��　大ホール
���　1,000円(入場券をお買い求めください）
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　今年も小学生が夏休みに自由研究で作った作品を展
示します。

���9月4日(木)～9月18日(木)
��　1階ロビー
�����2・4・6年生の作品
※展示スペースの関係から、今回は2・4・6年生の作
品展示となります。1・3・5年生の作品は、冬休み作
品展として開催予定です。
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　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。

���9月13日(土)　午後1:3０
���大ホール
���羽幌町子ども会育成連絡協議会
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　親子で楽しめる幼児向けの公演です。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。

���9月30日(火)　午前10:0０
���大ホール
����無料

� お問い合わせ　中央公民館内 社会教育課社会教育係 � 62-5880

　商工会青年部杯綱引き大会は、7月26日に開催予定で
したが雨天のため延期となりました。参加チームを追
加募集していますので、友人や同僚とぜひ
ご参加ください。また、売店も同時開催しま
すので、ご家族お揃いでお越しください。

���8月23日(土)　午後4:30～
���南3条通り道路 特設会場(雨天時：旧町体育館）
�����8月21日(木)まで
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　羽幌町商工会青年部 � 62-2209 (商工会)

　地域全体で福祉を考える場として子どもからお年寄
りまでみなさんが交流を深めることを目的に、今年も
ふれあい広場を開催します。

���9月14日(日)　午前10:00
���レストパークはぼろ周辺
※雨天時は旧体育館、勤労青少年ホーム駐車場ほか
���

�ふれあい模擬店　�エアースライダー遊具 
�展示・相談コーナー　�ビンゴ大会 ほか
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　コオーディネーショントレーニングは、運動能力を
高め、脳を活性化させるトレーニングです。
　上記トレーニング構築者の徳島大学大学院教授の荒
木秀夫氏を迎え講演会及び体験会を開催します。どう
ぞご家族でご参加ください。

����

���9月6日(土)　午後6:00～
���中央公民館大ホール
���「健康で明るい生活を送る為に」
　　　徳島大学大学院教授　荒木 秀夫 氏
����無料
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���総合体育館「パワデール」
����無料
�����8月29日(金)
��������	�
�

���9月6日(土）　午後1:30～午後3:00
��������	
��

���9月7日(日）　午前9:30～午前11:00
��������	
��

���9月7日(日）　午後2:00～午後3:00
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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
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　日本画の名品を多数有する水野美術館(長野市)所蔵
作品の中から、橋本雅邦､横山大観､菱田春草にはじま
り､上村松園､鏑木清方､高山辰雄､加山又造､平山郁夫
まで､近現代の日本画壇を代表する画家たちの秀作を
選りすぐり紹介します。

��　10月4日(土)　午前8:00～午後6:00
��　北海道立旭川美術館  (旭川市常盤公園内）

��　町民(中学生以下は保護者同伴)
���　一般 900円 /高大生 400円/中学生 200円
　　　　小学生以下無料(10名以上の団体割引料金)
             ※昼食代は自己負担
����　9月17日(水)まで
�����40名
※応募多数の場合は抽選とします。また、
10名に達しない場合は中止とします。
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　町及び教育委員会では、関係機関と連携し、地域医
療を担う人材を育成するため、北海道医師会会長を迎
え、地域医療を考える講演会を開催します。どなたで
も参加できますのでどうぞお越しください。

��　9月5日(金)　開場 午後6:30 / 開演 午後7:00
��　中央公民館小ホール
�����演題「地域の医療を考える」
　　　　　講師　一般社団法人　北海道医師会
　　　　　　　　会長　長瀬　清 氏
�����事前申込みは必要ありません。   
                 直接会場へお越しください。
����無料
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　学校管理課総務係  � 68-7010 (課直通）
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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。
��������	
�

　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）

���9月11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

����

　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。

��　9月10日(水) 　午前10:00～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。

��　9月22日(月) 　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

����

　血圧測定、体重・体脂肪測定と個別に健康相談を行い
ます。

��　9月30日(火)　午前10:00～午前11:00
��　老人福祉センター
������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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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。

��　毎週水曜日　午前9:00～午後5:00(祝日除く) 
��　川北老人福祉センター
���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)
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　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。

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

�������	
��

������　
和田 � 090-1542-5432 � �������	���
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　ママさんがいろいろなことを学ぶ事ができる講座
を開催しています。興味のある講座に
参加してみてください。見学も可能です。

��������

羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.net/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」

　北海道財務局では、借金返済の悩みを抱えている方
の相談会を実施します。相談員が無料でお話を伺い、
あなたにあった解決方法を提案します。
　また、融資、保険、貸金など金融全般のご相談も受け
付けます。気軽にご利用ください。

��・9月9日(火) 午前10:0０～正午 (要予約)
　　・9月24日(水) 午前9:00～正午、午後1:00～午後4:00
　　 (予約不要)　　　　　　　　　　
��　旭川地方合同庁舎 (旭川市宮前通4155番31)
�������	
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・多重債務者相談窓口　� 011-807-5144
・金融ほっとライン　� 011-807-5145
・中小企業等金融円滑化相談窓口　� 011-729-0177
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　 北海道財務局　 � 011-807-5144 (相談員直通)

������　
　 北海道立羽幌病院 管理栄養士 石川 � 62-6060
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　北海道栄養士会留萌支部では、健康な毎日を送るた
めのヘルシーライフ教室を開催します。みなさんお揃
いでお越しください。

���9月6日(土)　午後1:00～午後4:10
���すこやか健康センター
����500円
����不要です。直接会場にお越しください。
����講演1「脳卒中とその予防」
　　　留萌セントラルクリニック
　　　理学療法士 木村 暁人 氏
　　　�講演2「援助職のためのセルフケア」
　　　プレマカウンセリングルーム
　　　心理セラピスト(臨床心理士)　藤原 千枝子 氏
���公益社団法人 北海道栄養士会留萌支部
���㈱ヤクルト

�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  1日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  3日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  8日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  8日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診10日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル17日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ22日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ29日(月)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
お知らせします。
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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、
お友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
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　留萌町村会 � 0164-43-4456/総務課職員係 � 62-1211

　平成27年度の留萌管内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次によりご
応募ください。なお、試験会場など
詳しくはお問い合わせください。
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�����平成3年4月2日から平成9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）
�����平成26年9月9日(火)まで
※平日の午前9時から午後5時まで。郵送の場合は9月9
日までの消印があるものに限り受け付けます。
�����留萌町村会（留萌市住之江町2 留萌合同庁舎内）
�������平成26年10月19日(日)
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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。

一般事務初級




