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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。
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　　　8件)(　　　3件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　11人)(　　　4人負 傷 者
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　161件)(　　　33件救 急 出 動

　　166人)(33人搬 送 人 員

　　　4件)(　　0件火 災 件 数

5,113千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　国内外の数多くのオーケストラのソリストとして活

躍しているオーボエ奏者の古部賢一と世界のコンクー

ルで数多くの受賞経験を持つギター奏者の鈴木大介に

よるデュオ。ぜひ世界一流の音楽

をご鑑賞ください。

��　7月29日(日)　
          午後1:30開場 / 午後2:00開演
��　中央公民館大ホール
����500円（ 当日・前売り共通、全席自由)
             ※未就学児童は入場できません。
　　　     ※本コンサートは、(公財)三井住友海上文化財団の助成 

                 により低料金で設定しています。

�������　中央公民館またはポスター掲示店で 
                        お買い求めください。

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　羽幌町の地元ブランド「焼尻サフォーク肉」の定着
と地産地消を図るため、町民のみなさんに特別価格で
販売します。希望される方は必ずご予約のうえ購入し
てください。

　

�����7月25日（水）～8月11日（土）
�����1キログラム 3,500円（税込み）
������7月15日（日）
��������

・大山商店　　TEL 62-1067 / FAX 62-5858
・工藤精肉店　TEL 62-1155 / FAX 62-3613
・杉下精肉店　TEL 62-1412 / FAX 62-4936
・はた精肉店　TEL 62-1732 / FAX 62-4579

※予約制とし、ひとり2キログラムまで購入できます。ただ
し、販売予定数量に達した場合、予約締切日にかかわらず
終了とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いし
ます。なお、これは町が羽幌肉商組合へ補助して実施す
るものです。
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｢羽幌町まちづくり応援寄付金運用状況｣に一部誤り
がありました。訂正してお詫びします。
【訂正箇所】平成23年度基金取崩額
              　（誤）900,000円 →（正）90,000円　
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　産業課農政係 � 68-7008 (課直通)
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　町では、災害発生時に新たな情報伝達として、携帯
電話事業者各社（ＮＴＴドコモ、ＫＤＤI「ａｕ」、ソ
フトバンク）がサービス提供している、「緊急速報
メール」などのサービスを開始しました。町内で発生
した緊急性の高い災害情報を町内エリアにある携帯電
話へ配信するものです。月額使用料のほか通信料や情
報料も含め無料でご利用できます。

�����・避難準備情報
　　　　　・避難勧告、指示
　　　　　・警戒区域情報
　　　　　・津波注意報、警報
　　　　　・大津波警報
　　　　　・土砂災害警戒情報など
�����

・事前の登録や申込みは不要です。
（機種によっては受信設定が必要な場合があります。)

・受信料は無料です。
・受信すると専用着信音が流れ表示されます。
・一時的に町内にいる方や、観光客なども情報を受信
できます。
����

・機種によっては、このサービスの全部または一部が
ご利用できない場合があります。
・受信可能機種の確認や、受信設定など詳しくは、そ
れぞれの携帯電話会社へお問い合わせください。    　
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　総務課総務係 � 62-1211 
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　平成22年度から支給されていた「子ども手当」は、
平成24年4月から「児童手当」になりました。
　児童手当の概要は次のとおりです。
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　制度の内容は、平成23年10月からの「子ども手当」
制度と同じですが、平成24年6月分の手当から所得制限
が設けられます。
(6月に支給される手当は平成24年5月分までの分の手
当ため、10月支給の手当から所得制限が導入されるこ
とになります）
　
����

　０歳から中学校終了前の児童を養育している方
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※所得制限の基準額は、子どもの人数によって違います。
　夫婦と子ども２人の場合、年収９60万円が基準です。

�����　原則として2月、6月、10月にそれぞれの
月の前４ヵ月分ずつ支給。
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すでに、受給中の方に用紙は郵送しています。
引き続き手当を受けられるかどうかの大切な手続きで
す。届出をしないと6月以降の手当が受けられなくなり
ますので、必ず提出してください。
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������　
　福祉課社会福祉係　 � 68-7004（課直通）
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  月額　15,000円一律 ３歳未満

  月額　10,000円第1子・第2子
  3歳以上小学校修了前

  月額　15,000円第３子以降

  月額　10,000円一律  中学生

  月額　  5,000円一律
  所得制限を越える方
　（特例給付）
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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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ひがしやま　かいい

　自然を愛し、深い情感をたたえた 静謐 な風景画で日
せいひつ

本画の新境地を開拓した東山魁夷。日本人の自然観や
心情までも反映したとされるその
芸術世界をご堪能ください。

��　7月22日(日)　
��　北海道近代美術館
          (札幌市中央区北1条西17丁目)
���

��　町民(中学生以下は保護者同伴)
���　一般 1,000円 /高大生600円/小中生 400円
　　　　(10名以上の団体割引料金)※昼食代は自己負担
����　7月5日(木)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。

中央公民館前集合、出発・午前7:30
北海道近代美術館到着・正午
北海道近代美術館出発・午後3:00
中央公民館前到着、解散・午後7:30
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　平成25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。

����　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57年4月2日から平成3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25年3月までに卒業見込みの方。
�����平成24年6月22日(金)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
(金)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24年7月22日(日)
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　留萌町村会 � 0164-43-4456
�総務課職員係 � 62-1211
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�羽幌町観光協会 � 0164-62-6666

　焼尻めん羊牧場内「ふれあいファーム」でサフォー
クの羊毛を使ったクラフト作りが体験できます。親子、
友達仲間との旅の思い出にいかがですか。
　

��　7月7日(土)、8日(日)、15日(日)、22日(日）29日(日)
���� 午前10:00～午後3:00
���焼尻めん羊牧場内 ふれあいファーム
   　　※7月7日、8日は焼尻めん羊まつり会場内（焼尻
　　　港周辺）
���会場で随時受付しています。
����ひとり1回 500円（材料費含む）
����ハガキ大の板に羊毛を貼って羊の形にするク
　　　ラフト（所要時間はおよそ３０分です）
　　　　その他に立体の羊を作成するコースも用意し
ています。
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　旭川弁護士会では、弁護士が常駐していない市町村
を会場に、毎月1回、管内を巡回し相談会を開設します。
　身近に法律に関する問題がありましたら、この機会
にお気軽にご相談ください。なお、相談には事前予約
が必要です。

��　6月27日(水）　午後1:0０～午後4:00（1人30分程度）
��　中央公民館　第3研修室
����　法律相談全般(例：多重債務・交通事故・相
　　　　　続・犯罪被害など）
���　無料
����　堀田　健 弁護士
                     (オロロンひまわり基金法律事務所：留萌市）

��　旭川弁護士会
�����羽幌会場以外にも、他の管内
市町村会場へも申込み可能です。詳
しくは、お問い合わせください。
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　旭川弁護士会　� 0166-51-9527　
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���������� 羽幌町総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会　� 62-6030
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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。
　自分のペースで走ることができますので、日頃ジョ
ギングをされている方にもおすすめです。入賞の秘訣
は自分のペースを守ることです！

��　7月22日(日）※雨天決行
���　総合体育館～汐見方面往復
����　小学3年生以上
���　一般の部（高校生以上）3,000円
　　　　少年の部（中学生以下）1,800円
����　6月30日(土)まで
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　ドイツ・イギリス・ブラジル・モンゴル・韓国・フィ
リピン・バングラデシュなどから北海道大学に留学し
ている方、20名が来町します。
　
　羽幌町国際交流協会では
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。

��　6月23日(土)～6月24日(日）
�����6月20日(水）まで

�������	
　
　羽幌町国際交流協会事務局　� 62-4461（小川）
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　羽幌小学校プールの一般開放を実施します。どうぞ
ご利用ください。なお、天候により水温が上がらない
場合は、開放開始日が延期になる場合があります。ご
利用の際はスイミングキャップを忘れずに。

����　6月14日(木)～9月11日(火)
����　(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

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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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。

��　7月31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

�����



血糖値が気になるけれど時間がなくて検査を受け

られないという方に、予約なしで約10分で済み、

気軽に受けられる検査です。結果については、医

師が判定してお知らせするので安心です。
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����　9:00～ 17:00（受付に「プチっと健診 
                 を受けたい。」とお申し出ください。）
��　       736円
������　返信用封筒と80円切手（病院売店 
                 でもセットで100円で販売しています）

　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。

��　7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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　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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　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（祝日除く）
��　川北老人福祉センター

������

　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

　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。

��　7月13日(金）　午前9:00～正午
��　役場 会議室

������　
   町民課総合受付係 � 68-7003(課直通)
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　健康のためにはやっぱり食事のバランスは大切です。
偏った食事を続けていると高血圧や糖尿病などの生活
習慣病の原因にもなります。
　日頃の食事を見直し、バランスのよい食事を知る機
会としてぜひご参加ください。

��　6月28日(木)　午前10:30～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　町内在住の20歳以上の女性
�����食事や栄養に関する講話
　　　調理実習
　　　・ツナと切り干し大根のスパニッシュオムレツ
　　　・桜エビとアスパラの春雨サラダ
　　　・味噌汁
���　300円　
����　6月21日(木)まで
��　羽幌町食生活改善協議会

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

　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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��������北海道立羽幌病院 　� 62-6060

�������������

健康センター午前9：30～苺くらぶ  2日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  4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～小苺くらぶ12日(木)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル18日(水)

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10：00～離乳食教室27日(金)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ30日(月)
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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。

����※当面の間、午後の診療は休診。ただし、第2・4木曜は留萌

セントラルクリニックの協力により、午後診療も行う予定です。

�����������は、隔週水曜日の診療となります。

�������	
��������は、9時からの診療となります

のでご了承ください。

�����※旭川医大井上講師の診療は第1・2・3月曜日となります。

����※コンタクトレンズの処方は行っていません。　
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�����緊急性のない軽症の方は、平日の診療時間内の受診にご
協力をお願いします。(症状などで心配なことや、受診を希望の場合は、

電話でご相談ください。看護師がお受けして、内容によっては 医師と相談

して受診の必要性を判断させていただきます）
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������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係　� 62-6020
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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
�����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


