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12月30日～1月3日中 央 公 民 館

12月30日～1月5日総 合 体 育 館

12月30日～1月5日老 人 福 祉 セ ン タ ー

12月31日～1月5日行政サービスコーナー

12月31日～1月5日北 海 道 海 鳥 セ ン タ ー

12月31日～1月3日ご み 収 集 業 務 ※

※ 離島地区のごみ収集業務は12月31日～1月5日まで休業
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62-2027サ ワ ス イ ㈲12月31日

62-5031㈲イワサキ設備機器1月1日

62-1600㈲ マ ツ ダ 興 業2日

62-3592北 日 本 設 備 ㈱3日

62-5888㈲ 羽 幌 水 道 設 備4日

62-2027サ ワ ス イ ㈲5日
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　役場の業務は年末12月30日で終わり、新年は1月6日
から行います。住民票や各種証明書などが必要な方は
早めにご請求ください。
　なお、休み中の死亡などの届出は、役場庁舎正面右
側の職員通用口の「宿直室」で取り扱います。
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　総務課情報管理係 � 62-1211
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　役場庁舎と中央公民館図書室にパソコンを設置しま
した。羽幌町ホームページをはじめインターネットに
公開されている情報など、どなたでも自由にご覧いた
だけます。どうぞご利用ください。
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・役場庁舎 1階ロビー（パンフレット置き場前）
・中央公民館図書室
������

・公序良俗に反するサイトは閲覧できないように設定
　しています。
・CDやDVD、USBメモリなどのメディア、プリン
ター　との接続はできません。
・管理の都合上、予告なしに閲覧を停止・中止する場
　合があります。
・ルールやマナーを守ってご利用ください。

※操作方法がわからない場合は、お気軽に職員へお申
し出ください。
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　「ちょっとしか飲んでいないから」「近くだから」と安
易に飲酒運転すると、一生後悔することになります。
　一人ひとりが「飲酒運転は絶対にしない、させない」
ことを徹底し、飲酒運転の根絶を図りましょう。

�飲酒運転を容認または車両提供、同乗したなど周辺
　者も処罰の対象。
�二日酔いも飲酒運転。朝起きて酔いの自覚があると
　きは絶対にハンドルを握らない。
�飲酒の席では「ハンドルキーパー運動」。（酒を飲ま
　ない人を決め、その人が仲間を
　自宅まで送り届ける）

������　羽幌警察署 � 62-1110
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　拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処が、国際社会をあげて取り組むべ
き課題とされるなか、この問題について関心と認識を
深めていくことが大切です。情報をお持ちの方は、警
察までお知らせください。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004(直通)
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　児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と
生活を共にしていない子どもを養育されている家庭等
の自立を支援するために支給される手当です。
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　次のいずれかに該当する子どもについて、父または
母が監護し、かつ、生活を共にしている場合。
・父母が婚姻を解消した（事実婚の解消を含む）
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障がいの状態にある
・父または母の生死が明らかでない など
���

　受給資格者が監護・養育する子どもの人数や所得な
どにより決められます。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004(直通)
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　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成21年4月1日に
おいて、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない
場合に、第9回特別弔慰金として額面24万円、6年償還
の記名国債（年4万円×6年）が支給されます。対象とな
る方は、次の順番による先順位のご遺族お一人です。
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１　弔慰金の受給権者
２　戦没者等の子
３　戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者
　等と氏が同じである次の方
　①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
４　上記３以外の次の方
　①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
５　上記1から4以外のご遺族で、戦没者等の死亡時ま
　で引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内
　の親族。
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　羽幌警察署並びに消防署から11月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　6件)(　　　1件発 生 件 数

　　　1人)(　　　0人死 者

　　　5人)(　　　1人負 傷 者

������

�������	
�����������

　　330件)(　　　22件救 急 出 動

　　334人)(　　　23人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

14,628千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　例年、この時期は年末の忙しさにまぎれ、不注意や
不始末などから火災が多く発生しています。
　大切な命や財産を守るため、各家庭で火気使用箇所
の再点検をお願いします。

�暖房器具の適切な取扱いと、就寝時・外出時は火の元
　を点検をしましょう
�住宅火災を早期に発見できるように、住宅用火災警
　報器を設置しましょう
�避難口や窓はいつでも使用できるように、常に除雪
　や点検をしておきましょう
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246
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  天売消防団 1月5日(木)
  焼尻消防団 1月5日(木)
  羽幌消防団 1月7日(土)

���������������������	�����

������

　毎年恒例となった日本の凧展を今年も開催。大凧や
連凧など全国各地の珍しい凧がご覧になれます。

���平成23年12月26日～平成24年1月11日
���中央公民館展示スペース

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　総務省と経済産業省では、平成24年2月に事業所・企
業を対象とした統計調査「経済センサス－活動調査」
を実施します。調査の趣旨・必要性をご理解いただき、
ご協力をよろしくお願いします。
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　暮らしや地域をより良くするため、みなさんのお店
や会社についてお伺いするものです。全国すべての事
業所を対象に実施することから、「経済の国勢調査」と
もいえる大切な調査です。
�������	
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　調査票は、平成24年1月末日までに調査員が訪問して
お届けします。
�������	

　各種行政施策をはじめ地域の産業振興や商店街の活
性化のための基礎資料として利用されます。
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　総務課情報管理係 � 62-1211 �������「���」�����������
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　本格的な冬の到来とともに、いよいよスキーシーズ
ンがやってきました。今シーズンも安全を第一に、子
どもから大人まで安心して楽し
めるスキー場を目指します。ご
来場をお待ちしています。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

※オープンの日程は積雪状況により変更になる場合が
ありますので、あらかじめご了承ください。

������　12月18日(日)　午前10:00 
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午前10：00～午後5：00月・土・日曜日
12～2月

午前10：00～午後9：00火～金曜日 

閉鎖月曜日

3月
午後5：00～午後9：00 
(祝日の場合は午後1:00～午後9:00）

火～金曜日 

午後1：00～午後5：00土・日曜日 
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　北海道では、地産地消や食育などの“愛食運動”に
取り組む「北のめぐみ愛食応援団」を募集しています。
　登録後は、応援団証をお渡しするとともに、メール
マガジンなどにより定期的に北海道の食に関する情報
を提供します。ぜひ、ご登録ください。
　
��　道内の企業や団体、3人以上のグループ
����留萌振興局または北海道庁農政部
※登録方法など詳しくはホームページをご覧ください。
������������	
��������������������������������	
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�������北海道農政部
　食の安全推進局食品政策課 � 011-204-5429
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　昨年、大好評だったパン教室を今年も開催します。
今年は2コースに分かれ、作り方の基本やピザ、米粉パ
ンにも挑戦します。

���①木曜日コース　1月26日・2月9日・23日
　　　②土曜日コース　1月28日・2月11日・25日
���午後1:00～午後4:30
���すこやか健康センター 栄養指導室
��　製菓衛生師　佐藤 美貴 先生
��　各コース 8名   
����1,000円（出席時にご持参ください）
※他に材料費として毎回1,000円程度かかります
����　平成24年1月10日（火）

�������	
�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌スキー連盟教育部 佐々木  � 62-1211（役場内）
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　スキーに接する機会を広めるため羽幌スキー連盟主
催のナイタースキー教室を開催します。

���　1月17日・19日・24日・26日・31日
　　　　2月2日・7日　（火･木曜日、計7回開催）  
��　午後7:00～午後8:15
��　町民スキー場 びゅー
��　小学生以上（初心者及び中級程度の方）
�����初心者 20名／中級者 20名
����一般 3,000円／中学生以下 2,000円
※親子で受講される場合は割引制度があります。なお、
リフト料金は自己負担となります。
���　1,600円（スポーツ傷害保険未加入で希望者）
����　平成24年1月16日までに受講料等を添えて
　　　　総合体育館パワデールへ申し込む
��　教育委員会・はぼろ総合型スポーツクラブ
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　羽幌神社・羽幌町聖徳太子奉賛会

�「������」�����

　町民のみなさんの無病息災を願って、新年も例年同
様にどんど焼き祭を実施します。

���平成24年1月15日(日)　午前10:00
�����1月13日(金)午後1:00～15日(日)午前10:00
�����羽幌神社境内（各自持込）
※塩化ビニールやプラスチック素材などの部品を外し
て持ち込み願います。
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健康センター午前9：30～あいあいサ～クル11日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診11日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 12日(木)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 16日(月)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診21日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診22日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ 23日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル25日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ 30日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室31日(火)

　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。市街地区総合健診について詳しくは別配布のチ
ラシでご確認ください。

　保護者の方が安心して子育てできるようサポートす
る場として「うさこちゃん あそびの広場」を開設して
います。 親子で参加して、楽しい子育ての輪、おとも
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
　　　（ただし12月23日、1月3日はお休みします）
��　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
��　自由遊び、保育士による手遊び、読み聞かせ
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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）

���1月12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。

��　1月11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(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。

��　1月20日(金) 　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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　軽い運動や血圧測定などを行いますので、動きやす
い服装でお越しください。

��　1月24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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　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

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

������������������������します。ただし、�������	
�����	���。
����������������	
��������������������となります。また、�������	
��
��������������	
��となります。
�������������������	
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

�「�������	
���」����

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

　北海道教育委員会では、いじめや不登校などの学校
教育に関する悩みや、子育て・しつけなどの家庭教育に
関する悩みの相談窓口を開設しています。どうぞご利
用ください。

�������	
����������	


�� �����������	
�������

�����

������������	�
����	����������

　緊急の相談には対応できません。お急ぎの場合は子
ども専用フリーダイヤルをご利用ください。
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　学校管理課学校教育係 � 68-7010(直通)
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　北海道には、多くのかけがえのない財産（＝北海道価
値）があります。あなたが感じる北海道ならではの感
動を動画におさめてご応募ください。
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　PRを目的として北海道の広報活動に使用
������

�オリジナル・未発表作品
�作品時間は3分以内
�実写やCG、アニメーションなど表現方法は自由です
が、北海道の魅力が何らかの形で表現されていること
������ウェブサイト(http://www.kando-hokkaido.jp)
の申込フォームから、作品ファイルをアップロードし
てください。
����　平成24年2月12日（日）

������　北海道魅力発信動画コンテスト事務局
　（株）インテリジェント・リンク内 � 011-271-2080


