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　学校管理課学校教育係 � 68-7010 (課直通)

　保護者や地域のみなさんに教科書に対する理解と関
心を深めてもらうために、教科書展示会を開催してい
ます。どなたでも自由にご覧いただけますので、ぜひ
ご来場ください。

���7月2日(木)まで ※土・日除く
���役場庁舎 1階ロビー
����

・小学校用教科書(現在使用されている教科書)
・中学校用教科書(新たに発行される教科書)
・高等学校用教科書(現在使用されている教科書・新た
に発行される教科書)
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　羽幌小学校プールの一般開放を実施します。ご利用
の際はスイミングキャップを忘れずに。

����　6月中旬～9月中旬
　　　　　※水温の状況をみて開放します。
����　(平日) 午後3:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(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 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日
�　プールの開放日が決まりましたらホームページで
　　お知らせします。
��天候等により水温が上がらない場合は、プールを
　　解放できませんのでご了承願います。

�������中央公民館内
　社会教育課体育振興係 � 62-1178
　羽幌小学校プール � 62-5177
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　町民課環境衛生係　 � 68-7003 (課直通)

　町の環境美化活動の特別強調期間（5月10日から31
日）に町内各地で「一日清掃デー」(ゴミ拾い)が行わ
れました。参加されたみなさん、ご協力ありがとうご
ざいました。引き続きごみのないきれいなまちづくり
にご協力をお願いします。

　今後も、町内会活動などでごみ拾いを行う場合はボ
ランティアごみ袋を配布しておりますので、お問い合
わせください。
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・現金は現金書留以外では郵送できません。
・ATM操作で還付金を受取ることはありません。
・「必ず儲かる」など、うまい話はありません。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　羽幌警察署並びに消防署から5月における各件数な
どのお知らせです。

����

�������	
�����������

　　　0件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　174件)(　　　38件救 急 出 動

　　173人)(38人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

13千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　みなさんのご協力によりごみの分別収集が行われていますが、出されているごみを
見ますと一部で分別ルールが守られていないものが見受けられます。よくある間違い
事例をご案内しますので、いま一度、ごみの出し方を確認してください。

�お問い合わせ　町民課環境衛生係 � ６8-7003（課直通）
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※商品などの梱包材で使用されているもの
　は「その他プラ」で出してください。
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　総務課情報管理係 � 62-1211
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　個人情報の公開請求並びに個人情報の訂正、削除、
中止の請求はありませんでした。
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24022691491町長

000105612教育委員会

00000112選挙管理委員会

00000202監査委員

00000268議会

240327927115合計
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※農業委員会の公文書公開請求はありませんでした。

　町では毎年、情報公開制度と個人情報保護制度に基
づく、公文書公開の実施状況をお知らせしています。
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　羽幌国際交流協会事務局　� 62-4461（小川）

　インドネシア・ドイツ・フィンランド・ナイジェリ
ア・ケニア・ガーナ・バングラデシュなどから北海道
大学に留学している方、15～20名が来町します。
　羽幌国際交流協会ではホームステイの受入家庭を募
集しています。小さな、そしてあたたかい一夜の国際
交流をしてみませんか。

��　7月4日(土)～7月5日(日）
�����6月28日(日）まで
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��������中央公民館内
　社会教育課社会教育係　� 62-1178
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�第62回写真道展の入賞・入選作品、約200点を展示し
ます。北海道の生活・産業・観光・自然の一瞬をとら
えた作品をご覧ください。

��　6月17日(水)～6月25日(木)　
��　中央公民館展示ホール
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　第39回北海道二科会写真展の入賞作品及び会員・会
友・特別部員の作品を展示します。

��　6月30日(火)～7月6日(月)
��　中央公民館展示ホール
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���　総合体育館～汐見方面往復
�����(少年の部) 4㎞　(一般の部) 6㎞・10㎞　
����　小学3年生以上
���　少年の部（中学生以下）1,800円
　　　　一般の部（高校生以上）3,000円
����　6月30日(火)まで
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　ランナーが事前に予想タイムを登録し、実際の
走行タイムとの誤差により順位を決定する「宣言
タイム制」マラソン大会の参加申込を受け付け中
です。今回はゲストランナーとして谷川真理さん
が来てくれます。マラソンに参加されない方
もご家族お揃いでぜひ見に来てください。

�������	
�総合体育館パワデール内
  オロロンライン全道マラソン大会事務局  � 62-6030

※本大会は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
（地方創生先行型）を活用しています。
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　平成28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。

����　上級（一般事務）
�����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。
����

�昭和60年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた
方で、学校教育法による大学（短大を除く）を卒業ま
たは平成28年3月までに卒業見込みの方。
�����平成27年6月22日(月)まで
※平日の午前9時から午後5時まで。郵送の場合は6月22日
(月)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27年7月26日(日)
�������	羽幌町立中央公民館
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　留萌町村会 � 0164-43-4456
�総務課職員係 � 62-1211

　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
��　スタジオ囲炉裏（羽幌町寿町2番地の5）
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　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)

　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）

���7月9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
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 　留萌保健所健康推進課　� 0164-42-8329　

　留萌保健所では、こころの悩みや病気など各種相談
に応じています。お気軽にご相談ください。

��　7月7日(火）　午後3:0０～午後5:00
��　留萌保健所 相談室 (留萌市住之江町2丁目)
����　・統合失調症、認知症
　　　　　・登校拒否、家庭内暴力
　　　　　・家庭、職場、学校での人間関係など
���　無料
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　ハローワークでは「若者応援宣言企業」を募集して
います。若年者及び新規学校卒業者の雇用をお考えの
ときには「若者応援宣言」を行い、積極的に企業アピー
ルしてみませんか！

�����この事業は、若者の採用・育成に積極的な企
業に「若者応援宣言」をしていただき、ハローワーク
及び北海道労働局が積極的にPR等を行うものです。
　若者応援宣言時に提供いただいたPRシートは北海道
労働局のホームページ及びハローワークにて公開し、
若年求職者及び新規学校卒業者のみなさまに提供しま
す。

宣言基準など内容の詳細はお問い合わせください。
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　ハローワーク留萌　 � 0164-42-0388

　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。

��　7月15日(水) 　午前10:00～正午
��　役場1階 記者室

�������町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)

　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。

��　7月21日(火) 　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。

��　7月28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

　 健康支援課保健係 � 62-6020
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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。メンバー募集中です。見学も可能です。

������　村上・竹中・工藤
村上 � 090-2052-3948
        � my－childhood－friend@docomo.ne .jp

�����

6/22(月)　ベビーマッサージ＆ベビーダンス
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羽幌ままなびHP　http://www.c-sqr.ne t/c/cs32357/
Facebookページ　「羽幌ままなび」
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健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  2日(木)

健康センター午後1：00～乳児健診  2日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  6日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ13日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル16日(木)

健康センター午前6：00～市街夏季総合健診
17日(金)

～19日(日)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診23日(木)

健康センター午前10：00～離乳食教室24日(金)

健康センター午前9：30～苺くらぶ27日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ29日(水)

健康センター午後1：30～二種混合予防接種29日(水)
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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。

������　羽幌保育園内
　 子育て支援センター　� 62-1656
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　親子で参加できる子育て教室です。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。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　��　すこやか健康センター
�����午前9:30～午前11:00
��　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

　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
　 健康支援課保健係　� 62-6020
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