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　法律で定める例外を除き、廃棄物の野焼きには厳し
い罰則が適用されています。
　野焼きは、煙、すす、悪臭により、私たちの健康や
生活に悪影響を与えますので絶対にやめましょう。

��������

　5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこの併科

※法律で定める例外に対象となり焼却する場合は、事
前に町民課または消防署へご連絡ください。
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�町民課環境衛生係 � 68-7003（課直通）
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　夏は、海や川に出掛ける機会が多くなります。少し
の気の緩みや不注意が思いがけない事故となることが
あります。水難事故のない楽しい夏を過ごすため、次
の点に注意しましょう。

�水辺で遊ぶ子どもから目を離さないようにしましょ
　う。波に倒されたり、沖に流される危険があります。
�海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体
　力に応じて泳ぎましょう。
�体調不良時に無理をしたり、お酒を飲んで泳がない
　ようにしましょう。
�釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場
　所を選び、高波時の防波堤、流れの速い岸辺や滑り
　やすい岩場などはやめましょう。 
�水上オートバイは、安全航行に努め救命胴衣を必ず
　着用しましょう。
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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6月における各件数な
どのお知らせです。
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　　　4件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　6人)(　　　0人負 傷 者
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　　203件)(　　　37件救 急 出 動

　　205人)(　　　36人搬 送 人 員

　　　1件)(　　1件火 災 件 数

74千円)(　　74千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　北留萌消防組合消防署予防課 � 62-1246

　家族そろって花火を楽しむ季節となりました。しか
し、気軽に楽しめる花火も正しく扱わないと、火災や
火傷などの事故につながりかねません。たかが花火と
思わず、夏の風物詩を楽しい思い出とするために、十
分に注意して遊びましょう。

�風の強い日は花火をしない
�子どもだけで花火をしない
�燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ
�必ず水の入ったバケツなどを用意する
�説明書をよく読み、取り扱いに十分注意する
�吹出し、打上げ花火は、途中で火が消えても筒をの
ぞかない
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　着火剤は、便利なものですが使用方法を誤ると大変
危険です。とくに着火剤のつぎ足しはやめましょう。
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　小さな火が大きな火災につながる事があります。火
をつけたらその場から離れる時は必ず火を消し、供花
や供物を十分に離しましょう。
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　不正軽油とは、軽油引取税を脱税するために軽油に
灯油や重油を混和するなどした燃料油をいいます。
　北海道では、7月を不正軽油防止強化月間と定め
キャンペーンを実施しています。不正軽油について何
か情報がありましたら、ご連絡をお願いします。
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�不正軽油ストップ110番 � 0800-8002-110（無料）
　留萌振興局地域政策部税務課 � 0164-42-8417
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��羽幌町役場内
　羽幌町農業委員会  � 68-7009 (課直通)
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　農地を農地以外のものにすることを｢農地転用｣とい
います。農地を宅地などに転用したり、転用する目的
として、農地を売買などする場合は、事前に農業委員
会の許可が必要となります。
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　農業委員会の許可のほかに、｢農業地域の整備に関する
法律｣などにより、転用の許可が必要な場合があります。
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　最短で3～4カ月を要しますので、早めにご相談くだ
さい。
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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
町ホームページをはじめ、次の施設でご覧になれます
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(天売・焼尻)
�����役場建設水道課
　　　　　天売支所　
　　　　　焼尻支所　　　　　
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　建設水道課水道係 � 68-7006 (課直通)
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　町では、国民健康保険加入者を対象に平成20年度か

らメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査

及び特定保健指導を実施しています。その具体的な内

容を定めた第1期計画の取組みの評価や成果、また昨

年実施した特定健診に関する調査結果(広報6月号参照)

を踏まえ、第2期特定健康診査等実施計画(H25～H29)

を策定しました。

　今後も健診体制の整備や強化などにより疾病の発

生・重症化の予防に努め、受診率の向上に向けた取り

組みを計画的に行っていきます。町民のみなさんも健

康のため、特定健診を受診しましょう。

　実施計画は、役場庁舎・すこやか健康センターで閲

覧できるほか、町ホームページでもご覧いただけます。
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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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�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係  � 62-5880

　支部予選を勝ち抜いた強豪チームによる熱い戦いが
繰り広げられます。
　羽幌のチームからは「羽幌ＣＬＵＢ」が出場します。
たくさんの応援をよろしくお願いします。

���7月20日(土)～22日(月)�
��　羽幌町スポーツ公園Ａ・Ｂ球場、初山別村スポー
　　　ツ公園野球場、遠別町スポーツ公園野球場
��　公益財団法人日本体育協会
��　北海道軟式野球連盟(留萌支部)
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�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係  � 62-5880

　８月2日(金）から８月5日(月)の日程で、羽幌町との姉
妹都市である石川県内灘町から文化体育交流訪問団が
来町します。今回は、ミニバスケットボールを通じて
交流を深めるため、交流試合を開催します。ぜひ、み
なさんの熱いご声援をお願いします。

���8月3日(土)�午前10:00から
��　羽幌町総合体育館 パワデール
�����　内灘町ミニバスケットボール合同チーム
　　　　　　羽幌ミニバスケットボールクラブ
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�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係  � 62-5880

　気軽に楽しめる生涯スポーツ「パークゴルフ」の普
及を図るため、チャリティーパークゴルフ交流会を開
催します。初心者の方も大歓迎！参加賞
も用意していますので、ぜひご家族で参
加してみませんか。

���8月10日(土)　午前9:00～午後2:00
��　スポーツ公園パークゴルフ場「望潮コース」
���　1組2,000円(ペア参加)
　　　　※チャリティーとして100円分が北海道社会
　　　　　福祉協議会に寄付されます。
��　50組 100名 ※定員に達し次第受付終了
�����申込用紙を中央公民館で配布していますの
で、必要事項を記入のうえ、中央公民館に提出ください。
��　NPO法人生涯スポーツ交流会ワッショイ
��　羽幌町教育委員会・NPO法人ツルハ医療介護サービス協
会
��　北海道・北海道教育委員会・北海道社会福祉協議会
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　今年も札幌静修高校と北海学園大学の硬式野球部の
みなさんが羽幌町を訪れ、夏の強化合宿を行います。
　町では、町内の施設を利用した文化・スポーツ合宿
の誘致を進めており、宿泊費の一部を補助するなどで
きる限りのサポートをしています。町民のみなさんの
協力と温かいご声援をよろ
しくお願いします。
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   期間中、羽幌高校をはじめ留萌、天塩、枝幸、小樽水
産、江南義塾盛岡(岩手県)などの高校が参加して試合を
行うオロロンリーグが開かれます。組合せなどはまだ
決定していませんが、下記日程で行われますので、高
校球児の元気の良いプレーをぜひご観戦ください。
※参加チームは予定です。

��　7月27日(土）　午前9:00～夕方
　　　7月28日(日)　 午前9:00～夕方
��　スポーツ公園A・B球場

������

　産業課観光振興係 � 68-7007 (課直通）

�������中央公民館内
� 社会教育課社会教育係  � 62-5880

　夏休み恒例のラジオ体操会を今年も開催します。
　日ごろの運動不足解消に、朝の散歩やウォーキング
を兼ねて健康保持に、みなさんご参加ください。

���7月25日(木)～8月9日(金)�午前6:30から
　　　※雨天の場合は中止(各自で判断願います)
��　はぼろバラ園
　　　羽幌町役場（議会横駐車場）
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������　留萌振興局税務課 � 0164-42-8417

エルタックスを利用すると、窓口へ出かけずにインター
ネットで簡単に申告・届出ができます。
ご利用届出、詳しい情報は
ホームページをご覧ください。

�����������������	
������

�������	�
�������

�����������

                 �������	
����

������������������������	
�
えっちゅうあかさかやっこまい
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　羽幌ままなび　和田  � haru.michi.2916@gmail.com

　「子連れでおけいこなんて…、おけいこ代は高いよ
ね」なんて思っていませんか？または、「誰かに教えら
れる得意なものがあるけど機会が無いし…、子どもが
小さいし…」なんて思っている方いませんか？
　そんな「学びたい」気持ちと「教えたい」気持ちを
合わせ、いろいろな講座を開催するのがママのための
「羽幌ままなび」です。まずは気軽にご参加ください。
　
����・子育て中のママさんなら誰でもOKです。
　　　　・学びたい方、教えてみたい方を募集中です。
����・お試しで1回だけ参加してみたい方
             　→下記のメールアドレスにご連絡ください。
　　　　・サークルメンバーになってみたい方
　　　　　→HPからメンバー登録し、参加してみたい
　　　　　講座の参加ボタンをクリック。
���各講座 無料～２００円※材料費等がかかる場合も有り
�����月2回程度
�������　中央公民館3階和室 / 午前10:00～正午
������7/25(木) フラワーアレンジメント講座
　　　　　　　7/31(水) 夏休み企画！親子で作ってみよう♪
　　　　　　 　8/5(月) 子どものけが・病気の救急救命講座
�������	
http://www.c-sqr.net/cs32357/
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　町民課総合受付係 � 68-7003 (課直通）

�������	
��������

　人権擁護委員が家庭内の問題や隣近所のもめごと、
金銭のトラブルなどの相談に応じます。相談内容につ
いての秘密は固く守られますので、お気軽にご相談く
ださい。

����焼尻地区 / 役場焼尻支所
　　　日時：７月１６日(火)  午前10:00～正午　
　　　�天売地区 / 役場天売支所
　　　日時：７月１7日(水)  午前10:00～正午
����無料　
����事前の申込みは不要です。直接会場へお越し
ください。※フェリー欠航の場合は順延します。
��������花房 毅氏・村田 菊男氏・米山 しげみ氏

　NHK－ＢＳプレミアム｢にっぽん縦断 こころ旅2013」
は、俳優の火野正平さんが自転車で、あなたのこころ
にある風景を訪ねる番組です。
　旅のルートは視聴者から寄せられる手紙次第。羽幌
にまつわる手紙が採用されれば火野さんが羽幌町を訪
れます。みなさんのこころの風景とエビソードをぜひ
番組あてにお送りください。
　羽幌町の風景を全国に発信しましょう。

��������普段の何気ない風景
　　　   　�思い出に残る(忘れられない)風景
　　　   　�みんなに伝えたい風景
�������・お便り：〒150-8001 NHK｢こころ旅」係
宛
　　　　　・FAX：03-3465-1327
　　　    　・番組ホームページから
����　9月2日(月）必着
����　9月23日(月)～29日(日)
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　NHKふれあいセンター� 0570-066-066 (ナビダイヤル）
　ナビダイヤルを利用できない場合 � 050-3786-5000
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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旭川
留萌

受付時に
お知らせ

随時
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(男子)

旭川9/22-269/6
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(女子)

留萌
1次：9/16・17
2次：10/5-11

9/6
18歳以上
27歳未満

一般曹候補生

旭川
1次：9/21
2次：10/12-17

9/6
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

旭川
1次：10/19
2次：11/30・12/1

9/30
高卒(見込含)
21歳未満

看護学生

旭川
1次：11/9・10
2次：12/10-14

9/30
高卒(見込含)
21歳未満

防衛大学校

　次のとおり自衛官を募集しています。試験科目など
詳しくはお問い合わせください。

　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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　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）

���8月8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。

��　8月14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(課直通)
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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。

��　8月21日(水) 　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

����

　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。

��　8月27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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　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(祝日除く) 
��　川北老人福祉センター

���������　
　NPO法人　ウェルアナザーデザイン
　� 0164-56-1662/080-5723-9264(携帯電話)

�������	

　移動献血車が巡回します。場所と時間は次のとおり
ですので、みなさんのご協力をお願いします。
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　福祉課社会福祉係 � 68-7004 (課直通)
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�旧NTT羽幌営業所前　　　午前9:0０～午前１0:2０

�留萌信用金庫羽幌支店前　午前１０:40～正午

�羽幌町役場前　　　　　　午後1:15～午後2:30

�㈱道北土木前　　　　　　午後2:50～午後4:30
  ※一部、場所・時間が変更になっています。
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�北海道銀行羽幌支店前　　午前9:0０～午前１0:2０

�北るもい漁業協同組合前　午前１０:40～正午

�すこやか健康センター前　午後1:15～午後2:30

�道立羽幌病院駐車場　　　午後2:50～午後4:30
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  1日(木)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診
3日(土)～
　5日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診  7日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  8日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ19日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル21日(水)

健康センター午後0：30～3歳児健診28日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ29日(木)

　町内の保健事業や子育て教室などの日程です。
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