
　教育委員会では町内において、日頃から文化活動、
スポーツ活動などで活躍されている個人、団体に対し、
文化賞・体育賞及び文化奨励賞・体育奨励賞を贈って
います。みなさんの町内会や団体・身の回りの方で候
補者がいましたら、ご推薦
をお願いします。

����　科学（自然科学・人文科学）
　　　　　芸術（音楽・美術・文化・その他芸術等）
　　　　　教育（家庭教育・学校教育・社会教育等）
　　　　　体育（スポーツ等）
����　社会教育課（公民館内）にある推薦書に記入
　　　　　のうえ、提出してください。
����　9月末日まで
����　①原則として20歳以上。
　　　　　②９月30日現在で、羽幌町に5年以上在住、
　　　　　または5年以上主たる事務所を有する団体
　　　　　で第三者から推薦されたもの。
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� 0164-62-1211(代表)
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211 (内線126・127)
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　国民健康保険または後期高齢者医療制度では、同一
世帯で同じ医療保険に加入している方で、「病院にか
かったとき」と「介護サービスを利用したとき」の両方
で1年間に支払った自己負担額（合算）が一定の基準額
を超えた場合、超えた部分の額を「高額介護合算療養
費」として支給しています。
 

※支給を受けるには申請手続きが必要です。平成21年
度分（平成21年8月1日～平成22年7月31日）の支給対象
となる方には個別に申請の案内が届きます。基準額や
申請方法など、詳しくはお問い合わせください。

��������	
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����������社会教育課社会教育係
　羽幌町立中央公民館内 � 62-5880

　生後3カ月以上の犬は、法律で年1回の狂犬病予防注
射と生涯1回の登録が義務付けられています。
　町では、次の日程で今年度2回目の狂犬病予防注射
と登録受付を行いますので、都合の良い会場で接種し
てください。

��　10月1日(金)　午前10:00～午後4:30
����　3,040円(毎年1回)
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)
�������	

�午前10:00～10:30　川北老人福祉センター
�午前10:35～10:55　旧漁協会館
�午前11:00～11:20　幸町南集会所
�午前11:25～11:55　栄町コミュニティセンター
�午後 1:00～ 1:30　羽幌消防署
�午後 1:35～ 2:00　羽幌上水道浄水場
�午後 2:05～ 2:30　羽幌町役場
�午後 2:35～ 4:30　戸別訪問 ※事前に申し込みが必要

�������	
　羽幌町国勢調査実施本部
　総務課情報管理係内 � 62-1211 (内線214・215・216)

　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにす
るため、統計法に基づき5年ごとに実施する重要な統
計調査です。10月1日、全国一斉に行われます。
　次のとおり国勢調査員がみなさんのお宅に伺います
ので、調査にご協力をお願いします。調査票の記入方
法など不明な点がありましたら、お気軽
に実施本部までお問い合わせください。
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・国勢調査員が各世帯へ調査票記入のお願いに伺いま
す。その際に調査票の提出方法を確認しますので、
「国勢調査員へ直接提出」か「郵送による提出」のどちら
かをお選びください。
・調査票が届きましたら、同封されている「記入のし
かた」を参考に各世帯でご記入ください。
�������	
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・国勢調査員へ直接提出する方は、この期間内に調査
員が伺いますので、封筒に入れてお渡しください。
・郵送で提出する方は、同封の「郵送用提出封筒」に入
れ、10月7日までに最寄りの郵便ポストへご投函くだ
さい。切手は不要です。
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・国勢調査員は「国勢調査員証」を身につけていますの
で、必ずご確認ください。不審に思う場合は、実施本
部までお問い合わせください。
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　羽幌警察署並びに消防署から8月における各件数な
どのお知らせです。

����
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　　5件)(　　　3件発 生 件 数

　　1人)(　　　1人死 者

　　5人)(　　　3人負 傷 者
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　249件)(　　　37件救 急 出 動

　254人)(　　　36人搬 送 人 員

　　4件)(　　0件火 災 件 数

3,316千円）(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

※狂犬病予防注射は年に1回受けるものです。春（5月）
に受けている場合は、今回の予防注射を受ける必要は
ありません。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線105・106)
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　海や川でサケ・マスを違法に採捕すると法律や規則
で罰せられます。違反者はその内容に応じ、法令によ
り最高3年以下の懲役または200万円以下の罰金を受け
ることがあります。密猟者を発見した場合は漁協（� 
0164-62-1291）や警察署（� 0164-62-1110）などに連絡し
てください。
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　農林水産課水産係 � 62-1211(内線344)



「�������	
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��　9月22日(水)～9月29日(水)

「��������」
���10月1日(金)～10月5日(火)

「��������	�
��」
���10月8日(金)～10月12日(火)
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�������社会教育課社会教育係
　羽幌町立中央公民館内 � 62-5880

�������北海道海鳥センター � 69-2080

�������	
�����

　北海道を拠点に、「森のいのち」を撮り続ける写真家 
小寺 卓矢さんの写真展とスライド上映講演会を開催し
ます。森とそこに暮らす生きものた
ちを温かい眼差しでとらえた写真の
数々を、ぜひご覧ください。

�����

���9月18日(土)～9月26日(日)
���午前9:00～午後5:00
���北海道海鳥センター展示室

�������	
��

���9月24日(金)　午後6:30～午後8:00
���北海道海鳥センター映像ホール
����無料
※申し込みは不要。小学生以下は保護者同伴。
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こでら　たくや
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　すこやか健康センター 栄養士（金子） � 62-6020

��������������	
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　北海道栄養士会留萌支部主催の料理講習会を今年も
開催します。参加費は無料です。

���10月7日(木)　午後6:30～午後8:30
���羽幌町すこやか健康センター
���成人の男性並びに女性
���栄養士の講話、調理実習
※三角巾、エプロン、ふきんをご持参ください
���20名

�������	

�������	
�NPO法人羽幌町体育協会
　羽幌町総合体育館パワデール内  � 62-6030

「�������	
�����」

　今年もおろちゃんマラソン大会の参加者を募集して
います。健康増進や体力づくりに日ごろジョギングを
されている方、ぜひ参加しましょう。 お申し込みお待
ちしています。

��　10月10日(日)　午前10:00スタート(雨天決行)
����　小学生以上の方
���　総合体育館～中央方面(往復)
���　無料
����　9月25日（土）
※申込要領など大会の詳細はお問い合わせください。

�������	
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「�������	
�」
とおあしかい

　今年で3回目となる「はぼろ探訪遠足会」を開催しま
す。羽幌の自然や炭鉱跡地などを探訪しながら、自分
の足でフルマラソンの距離を歩いてみませんか？
　今年は気軽に参加できるようにハーフマラソンの距
離を歩くコースも用意しています。友人・知人お誘い
あわせのうえ、ぜひご参加ください。申込方法など詳
しくはお問い合わせください。

��　9月26日(日)　午前7:00スタート（雨天決行）
����　中学生以上で健康に自信のある方
����

・�������	
�
　総合体育館～上羽幌～羽幌炭鉱～築別～総合体育館
・�������	
��　※羽幌炭鉱までバス移動
　羽幌炭鉱～築別～総合体育館
���　軽食・飲物経費含む
・�������	
�　  1,500円
・�������	
��　1,000円
����　9月18日（土）

�������	


　次のとおり羽幌町職員を募集しますので、希望され
る方はご応募ください。

�������	
���

���　電気係職員 １名
�����　焼尻発電所（羽幌町大字焼尻字豊崎）
������発電所業務（電力動向の監視、発電設備の
　　　　　　保守・点検及び建物の維持管理等）
������

　・高等学校卒業(見込みを含む)の資格を有する者
　・年齢が30歳以下(平成23年3月31日時点)で、焼尻
　　島に居住可能な者※希望者は町有住宅(有償)あり
　・普通自動車運転免許を有する者(採用時までに取　
　　得見込み可）
　・第2種電気工事士・乙種第4類危険物取扱者の資　
　　格を有する者又は採用後5年以内に自己負担で　
　　取得可能な者
���　平成23年4月1日
��　職員の給与に関する条例等による
����

　①受験申込書 ※縦4cm横3cmの写真を貼付
　②身上申告書　 ③有している免許証・資格証の写し
　※受験申込書・身上申告書については総務課職員係
　にご請求ください(町ホームページからも取得可）
����　面接(口頭試問）・小論文
����　10月8日(金) 午後5:30まで必着（郵送可）
����　後日申込者に通知します

�������	
�〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　総務課職員係 � 62-1211(内線217)

�������	
�〒078-4106 羽幌町南6条2丁目
�社会教育課体育振興係（中央公民館内） � 62-5880

���������������������

　次のとおり嘱託職員を募集しますので、希望される
方はご応募ください。

�����1名（武道館の清掃、除雪など管理全般）　
�����年齢18歳以上の方
����　月～金曜日 午後3:00～午後9:00（休憩1時間）
　　　　　土曜日 午後4:00～午後9:00（休憩1時間）
����　平成22年11月1日～平成23年3月31日
��　月額 113,800円
���健康保険、厚生年金、雇用保険、非常勤公務災害
　補償に加入
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　入のうえ、10月7日(必着)までに申し込む。※郵送可
����　履歴書による書類審査、面接 ※日程は後日通知

�������	
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る
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　北海道教育庁留萌教育局 � 0164-42-8507

　留萌管内すべての高等学校や特別支援学校による開
発商品、実習青果物等の販売など、日頃の学習活動の
成果を生徒が発表します。他にも、地域の方々の協力
により、お子さんから大人までが楽しめる多彩なプロ
グラムも用意していますので、ぜひご来場ください。
詳しくはお問い合わせください。

��　9月18日（土）　午前10:30～午後2:00
���遠別町生涯学習センター マナピィ 21
���どなたでも参加いただけます

※詳しくは留萌教育局までお問い合わせください。
HPアドレス�������������	
�	�������	

���	��������������
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　永年にわたり郷土羽幌町の発展に寄与されたお年寄
りのみなさんを敬愛し、長寿をお祝いするため羽幌町
敬老の集いを開催します。
入場料は無料ですので、
ぜひ、ご来場ください。

���9月22日(水)　午後1:00（受付は正午から）
���中央公民館大ホール
���町内在住の65歳以上の方
���式典、余興（“昭和枯れすゝき”のさくらオンス
　　　テージ、 何ン田 研二ものまねショー）

なんだ

�������羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　町民課住宅係 � 62-1211(内線104・107)

�����������������

�募集箇所や入居資格などは次のとおりです。

�����天売団地（羽幌町大字天売字富磯68番地）
�����1戸
���平成20年度建設 木造平屋建（1棟2戸タイプ）
�������2LDK・67.9平方メートル
���月額 21,700円～32,300円（敷金2カ月分）
※入居者の収入により上記範囲内で決定します。
����

・入居に際し同居する親族があること。60歳以上の場
　合は単身での入居可。
・町税及び使用料を滞納していない方
・世帯全員の所得額が月額158,000円以下の方 など
�����9月30日（木）
　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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　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。

��　10月12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)

�����

　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9月21日から10月7日までの間に予約
してください。（定員になり次第締め切り）

���10月14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

　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。

��　10月26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)

�����

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　北海道弁護士連合会では、道内弁護士不在市町村を
対象に一斉無料法律相談を実施します。
　近年、多重債務や離婚などさまざまな法律問題が身
近で発生するようになってきています。羽幌町でも次
のとおり行われますので、心当たりのある方はこの機
会にぜひご利用ください。

��　10月14日(木)　午後1:00～午後4:00
��　中央公民館 第3研修室
��　法律相談全般（例：多重債務、家事、交通事故、
　　　借地借家、相続、刑事事件、犯罪被害者 ほか）
�����　川田 浩一朗 氏 
※なお、相談時間は一人あたり30分程度となります。ま
た、相談は事前予約が必要となります。予約状況によって
は受付できない場合がありますので、ご了承ください。

��������	
����

������　
　福祉課社会福祉係 � 62-1211（内線123）

　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。

��　10月21日(木)　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

�������

　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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健康センター午前7：45～
午後0：45～

婦人科検診（乳がん・
子宮がん・骨粗鬆症）  3日(日)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  4日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診  6日(水)

健康センター午後1：30～ポリオ予防接種13日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ14日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ18日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル20日(水)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診20日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ25日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室29日(金)

　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。また、毎週火・金曜日の午前9時30分からは就
園前児童を対象に「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。

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。

���������

　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

��������	
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　難病と思われる病気でお悩みの方、医療費や生活問
題で困っている方はいませんか。相談会では、そのよ
うな悩みを抱える方や家族に対し、専門医・相談員がお
答えします。希望する場合は事前に申し込みのうえ、
ご利用ください。
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・神経内科医（パーキンソン病などが専門） 
・内科医（リウマチや 膠原病 などが専門）

こうげんびょう

・整形外科医
・リハビリ専門医 

※障害年金や身体障害者手帳、医療費
などの相談コーナーもあります。

��　10月17日(日)　午前9:00～正午（受付）
��　天塩町立国民健康保険病院
　　　（天塩町字川口5699番地の3）　　　
��　無料 
��　40名（次のいずれかへのお申し込みが必要です）
・留萌保健所子ども・保健推進課 � 0164-42-8327
・役場福祉課保健係 � 0164-62-6020
����　9月21日(火)～10月1日(金)

������　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。
健康相談も併せて行いますので、気軽にご参加くださ
い。送迎バスも運行します。

��　10月19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

�������	
　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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