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� 0164-62-1211(代表)
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　災害のおそれがあるときに気象台から発表される警
報や注意報が、5月27日から「羽幌町 大雨警報」など
のように市町村を特定した発表となります。
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　「警報」は、町内のどこかに危険な状況がせまってい
ることを、「注意報」は危険な状況になるかもしれない
ことをあらわします。
　また、「大雨警報（土砂災害）」のように想定される災
害種別を警報の標題に付加してお知らせします。
　
※市町村ごとの警報・注意報の詳細
は気象庁ホームページや国土交通省
防災情報提供センターの携帯電話サ
イトに掲載する予定です。
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　旭川地方気象台総務課 � 0166-32-7101
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　春の布類特別収集を行います。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。

���6月8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2研修室) 

�������　綿50%以上の衣類等
　メリヤス地（シャツ、パンツ、ズボン、Ｔシャツ、
ベビー服、ポロシャツなど）・綿地（シーツ、布団カバー、
トレーナーなど）・タオル地（タオルケットなど）
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　ジャージ、ジーンズ、布団、靴下、毛糸類、ジャン
パー、背広、コートなど
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　羽幌警察署並びに消防署から4月における各件数な
どのお知らせです。
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　羽幌総合技能士会（本間 �62-2311・逢坂 �62-1425）
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　羽幌総合技能士会では、町民のみなさんを対象に1日
技能サービスを行います。ご家庭で切れなくなった包
丁や、凸凹になったまな板がありましたら、ぜひご持
参ください。なお、会場にはチャリティＢＯＸを設置
し、寄せられた善意を社会福祉向上
のために寄付する予定です。ご協力
よろしくお願いします。

���5月30日（日）
���午前8:30～午前10:30（受付）
���役場綜合車庫
　　　川北老人福祉センター（受付のみ）
※当日は包丁（1軒あたり5本以内）・まな板のみの受付
となります。

　パークゴルフ場（望潮、桜・池の２コース）を開放
中です。マナーを守って楽しく利用しましょう。
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�開放は午前6:00からです。
�コース内は禁煙です。
�ごみ箱はありません。各自でお持ち帰り願います。
�雨天時や降雨後などコースのコンディションが悪い
ときは随時閉鎖する場合があります。
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「望潮コース」　 毎週 火曜日
「桜・池コース」   毎週 水曜日
�望潮コースのナイター開放は、木・金・土曜日の午後
9:00までです。なお、照明開始時間は日没の関係で随時
変更します。
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　トイレ裏、池の周辺傾斜地を自由なスペースにしま
した。ハイキングやお子さんの遊び場など「憩いの場」
としてご利用ください。
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　社会教育課体育振興係 � 62-5880
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　総務課情報管理係　� 62-1211(内線216)

　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についてお知らせしてい
ます。
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0021238町長

0000112教育委員会

0000101議会

0000011その他

00214512合計
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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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　　　2件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　0人負 傷 者
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　122件)(　　　24件救 急 出 動

　　132人)(　　　24人搬 送 人 員

　　　3件)(　　1件火 災 件 数

3,310千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　水道事業では水道利用者のみなさんに対して、水質
検査計画及び検査結果の情報提供をしています。羽幌
町ホームページ(http://www.town.haboro.lg.jp)をはじめ、
次の公共施設でご覧いただけ
ますのでどうぞご利用くださ
い。

�������羽幌町上水道事業
　　　　　　　羽幌町簡易水道事業(曙・天売・焼尻)
�����役場建設水道課、天売支所、焼尻支所、
　　　　　中央公民館、曙生活館
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　建設水道課水道係 � 62-1211 (内線326･327)

��������	
�����

　第34回二科会写真部北海道支部写真展の入賞作品及
び会員などの作品を一堂に展示します。感性豊かなレ
ベルの高い写真をぜひご覧ください。

��　5月25日(火)～5月31日(月)　
��　中央公民館1階ロビー

�������社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　北海道では、河川の管理上、必要な区域の草刈りや
伐採作業を地域の自治会のみなさんなどにご協力いた
だく「市民団体協働の川づくり事業」を実施しています。
ご協力いただいた場合、その面積に応じた費用をお支
払いいたします。詳しくはお問い合わせください。
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　留萌建設管理部羽幌出張所治水係 � 62-1256
　建設水道課管理係 � 62-1211 (内線313)

　現在のテレビ放送（地上アナログ放送）は、平成23年7
月24日で終了します。それまでの間に、みなさんがご
覧のテレビを「地上デジタル放送対応」に換えていた
だく必要があります。
　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送が受
信できない方に対して、簡易なチューナー（1台）を無償
で給付する支援を行っています。該当する世帯はお早
めにお申し込みください。
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�NHK放送受信料全額免除の世帯（次に該当する世帯）
�生活保護などの公的扶助を受けている世帯
�障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が町民税非課
　税の世帯
�社会福祉事業施設に入所されていて、自らテレビを
　持ち込んでいる世帯
����

　申込書に必要事項を記入のうえ、7月2日（消印有効）
までに総務省地デジチューナー支援実施センターに送
付してください。申込書は福祉課に備えてあります。
（あて先）〒359-8780 埼玉県所沢市並木1丁目4
　　　　　総務省 地デジチューナー支援実施センター
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211 (内線124)

　「地デジを見るにはどうすればよいか」「アンテナは、
いまのままでよいのか」など、地上デジタル放送に関
してわからないことや困ったことがあればご相談く
ださい。総務省ではそのような悩みを解決する説明
会・相談会を開催します。
無料で相談できますので、お気軽にご来場ください。
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　商工観光課商工労働係 � 62-1211 (内線 362)
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　「羽幌の特産品」で観光をＰＲするため、羽幌町物産
展実行委員会による観光物産展が開催されます。
　物産展を盛り上げるため、ぜひ札幌近郊にお住まい
の親戚や知人、友人に声を
かけていただき、ご来場く
ださい。
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�6月3日(木)～6月6日(日)　重原商店、高本水産
�6月3日(木)～6月5日(土)　オロロン農協
・6月6日(日)～6月9日(水)　梅月
・6月7日(月)～6月9日(水)　北るもい漁協、百留屋
���いずれも午前10:00～午後8:00
���さっぽろ東急百貨店 地下1階特設会場（札幌市）

��������

　第57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
らえた作品をぜひご覧ください。

���6月18日(金)～30日(水)
���中央公民館1階ロビー
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌町観光協会では、観光への意識向上を目的にま
ずは地元町民が実際に体験し、観光客誘致に結びつけ
る新企画「地元（ふるさと）・再発見」を開催します。
　今回は沿岸ハイヤーの工藤俊也さんをガイド役に炭鉱
跡地を訪れ、身近な観光資源の歴史や魅力を探ります。
ぜひご参加ください。
　詳しくは観光協会までお問
い合わせください。

��　5月30日(日)　午前9:00～午後3:00（予定）
��　羽幌町旧炭鉱跡地（築別鉱、羽幌本鉱・上羽幌鉱）
※午前9:00にはぼろ温泉サンセットプラザに集合し、
バスで現地へ向かいます。
���　2,500円（バス・ガイド代、保険代、昼食代） 
��　40名　
����　期限までに羽幌町観光協会に電話でお申し
込みください。ただし、定員になり次第、締め切りと
なります。
����　5月24日（月）まで
���　長袖長ズボン、長靴、軍手、タオル、雨具等

�������	
�羽幌町役場内
　羽幌町観光協会 � 62-1211 (内線366)
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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ジュンコ チープ
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　北海道を元気づけるため道内すべての市町村を巡る
JUNCO&CHEEP公演。再び羽幌を訪れ、今度は焼尻島
と天売島で心にしみる歌をお届けします。どうぞご堪
能ください。

������6月8日（火）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月9日（水）　天売小中学校体育館
���午後6:30開演
����無料
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　東京・ニューヨーク・北海道、20年という時代に刻
まれた、あるミュージシャンの奇跡。上映後はチープ
広石とJUNCOが登場してライブをお届けします。

���6月10日（木）
��　中央公民館小ホール
��　午後7:00開演
����500円



　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
��　川北老人福祉センター
※訪問での相談も受け付けています。事前にご連絡ください。
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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

��������福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

　社会福祉協議会では、「シニアのためのやさしい
フォークダンス教室」の参加者を募集しています。音
楽に合わせて体を動かし、身も心もリフレッシュしま
せんか。初心者の方も大歓迎。
いつでも参加できますので、
お気軽にお申し込みください。

��　町内在住のシニア世代の方（男女問いません）
����5月27日、6月10日・24日、7月1日・15日、
　　　　8月12日・26日、9月9日・30日、10月14日・28日、
　　　　11月11日・25日、12月9日（計14回開催）
��　午前10:00～午前11:30
��　中央公民館小ホール
��　指導員  飯田 久子 氏
����420円（保険代） ※初回参加時に持参ください
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　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。

��　6月8日(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室

��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　6月1日は「人権擁護委員の日」です。
　人権擁護委員は、いつでも地域住民からの相談に応
じています。相談内容についての秘密は守られます。
　また、相談は無料で難しい手続もありません。人権
相談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地借家の問
題、隣近所のもめごとなど、とても幅広い内容となっ
ています。
　羽幌町では「特設人権相談所」
を開設し、人権に関わるご相談を
お受けします。お気軽にご相談
ください。

��　6月1日(火)　午後1:00～午後3:00
��　中央公民館 第3研修室
������

　工藤 喜一 氏・花房 毅 氏・坂本 ちゑ子 氏

������　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)
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�募集箇所や入居資格などは次のとおりです。

�����若葉団地 Ａ棟２－１（羽幌町北5条2丁目）
�����１戸
���平成8年度建設 鉄筋コンクリート2階建
�������1LDK・62.40平方メートル
���月額 33,000円（敷金2カ月分）
　他に共用部分の電気料のほか、駐車場を使用する場合は、
月額1,200円かかります。

����

・羽幌町内に住所もしくは勤務場所を有する方で、単
　身または独身勤労者で40歳未満の方
・現在住宅に困窮している方
・町税及び使用料を滞納していない方
・所得額が月額158,000円以上487,000円以下の方 ほか
�����6月2日（水）
　期限までに申し込みがない場合、以降、随時申し込み
を受け付けます。
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  2日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  3日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ  7日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診  9日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ14日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル16日(水)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診16日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ21日(月)

焼尻研修センター午前5：00～焼尻地区総合健診22日(火)

天売研修センター午前5：00～天売地区総合健診23日(水)

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
簡単な体操に加え、健康相談も併せて行いますので気
軽にご参加ください。
　なお、送迎バスも運行していますので希望される方
は申込時にお問い合わせください。

��　6月29日(火)　午後1:30から
��　はぼろ温泉サンセットプラザ
���　入浴料 550円（回数券・割引券使用可）
����65歳以上で温泉入浴に支障の無い方
����　6月22日(火)まで

�������	
��

　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
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。

��　6月30日(水)
��　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
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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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　希望される方は必ず事前に予約のうえご利用くださ
い。(予約期間は5月20日～6月3日まで）
　なお、定員になり次第、締め切る場合があります。

���6月10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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　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。

��　6月21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
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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。天売・焼尻地区の総合健診について詳しくは
別に配布しているチラシでご確認ください。

　このほか、毎週火・金曜日の9時30分からは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
護者を対象に「うさこちゃん あそびの広場」を開催し
ています。会場はすこや
か健康センターです。




