
　羽幌小学校、中学校プールの一般開放を下記のとお
り実施しますのでどうぞご利用下さい。
　なお、天候等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。
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����　6月16日(金)～9月15日(金)
����　(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
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����　6月21日(水)～9月15日(金)
����　(平日) 午後5:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日・日曜日・祭日) 午後1:00～午後9:00
����毎週火曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日

������　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　羽幌町では地籍調査事業を実施しております。つき
ましては下記の期間において、羽幌町が業務委託した
業者が下記の調査地区の土地内及び住居周辺に立入り、
地籍調査に必要な杭を設置し調査に支障をきたす雑
草・灌木等を除去いたしますので、ご承諾下さいます
ようお願い致します。
　なお、委託業者は「地籍調査員」と明記の腕章を携
帯しております、また設置した杭は後日、土地の境界
を調査する基準杭となりますので、撤去しないよう重
ねてお願い致します。

����　平成１８年6月中旬から11月下旬頃まで
����　港町・南1条～南7条・南大通の各1丁目～
6丁目・緑町

������

　農林水産課地籍調査係　� 62-1211(内線351・352)
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　みなさんは、「霧」と「もや」の違いが分かるでしょう
か。無数のごく小さな水滴が空中に浮かび、遠くがはっ
きり見えない現象で、人の目の高さの見通しが1km未満
の場合を「霧」、1km以上10km未満の場合を「もや」と区
別しています。

　霧には、「放射霧・移流霧・蒸発霧」などがあります。
　「放射霧」は、晴天で風が弱い夜から朝にかけて、地上
の熱がうばわれて（放射冷却現象）できる霧をいいます。
「移流霧」は、暖かく湿った空気が冷たい海上を流れる
ときに冷やされて出来る霧で、春先から夏にかけて太
平洋側で多く発生します。「蒸発霧」は、冷たい空気が暖
かい海・川・湖などの上にあるとき、水面から蒸発する
多量の水蒸気が冷やされて出来る霧で、真冬の日本海
沿岸沖で発生します。
　気象台では、霧により見通しが陸上で200m以下、海上
で500m以下と予想される場合に「濃霧注意報」を発表し
注意を呼びかけます。
　注意報や警報などの気象情報は、テレビやラジオの
ほか、インターネットのホームぺージでもご覧になれ
ます。
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　旭川地方気象台防災業務課　� 0166-32-7102
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　現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手続
きです。現況届の用紙は、5月末までに農業者年金基
金から直接受給者に送られてきます。住所・氏名・生
年月日を記入のうえ農業委員会まで提出して下さい。
印鑑は必要ありません。
　不明な件につきましては、お気軽にお問い合わせく
ださい。

����　6月1日(木)～6月30日(金)まで  
������

・経営移譲年金を受給している方
・農業者老齢年金を受給している方  
����　農業委員会

������　農業委員会　� 62-1211(内線332)
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� 0164-62-1211(代表)
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　廃棄物の野外焼却・不法投棄は、自然環境や景観を
損なうだけでなく、海や川を汚濁し、土地は汚染され、
悪臭の原因となります。
　野外焼却・不法投棄は私たちの健康や生活に悪影響
を与えますのでやめましょう。
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　廃棄物の野外焼却・不法投棄については、自己所有
の土地であっても違法となります。
　また、自己所有の土地を他人に貸与する場合に、貸
与した土地で野外焼却・不法投棄が発生した場合は、
直ちに契約者に原状回復をさせましょう。その事実を
黙認したまま放置しておくと、相手方だけでなく土地
所有者も処罰の対象となります。
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　工事から発生する廃棄物の処理責任は下請業者では
なく元請業者にあります。
下請業者に処分を任せるだけでなく、元請け自らが許
可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託する等、適正
な処理をしてください。違法な委託をして不適正な処
理が行われた場合は、元請業者にも原状回復の責任が
発生する場合があります。

野外焼却は
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不法投棄は
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法人に対しては
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線106)
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　猫はペットとして多くの方に飼われている愛らしい
動物です。
　しかし最近、「飼い猫の糞や尿で庭や花壇が荒らされ
て困ってる」「勝手にのら猫にエサをあげている人がい
て、のら猫が住みつき迷惑している」などの苦情が多く
なっています。
　こういった苦情や近隣住民同士のトラブルを防ぐた
めに、猫を飼われている方も飼われていない方も、次
の事項をきちんと守りましょう。
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　猫を屋外で放し飼いにする事は、近隣住民への迷惑
だけでなく、交通事故、感染症、猫同士のけんかなど、
猫にとっても危険がいっぱいです。
　また、放し飼いをすると自由な交配が行われるので、
のら猫を増やす原因にもなり地域の方々にも迷惑にな
ります。
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　猫が繁殖して飼えなくなり捨てるなど、かわいそう
な猫を増やさないために、不妊・去勢手術を行いましょ
う。また、不妊・去勢手術をすると、発情期の鳴き声
やオス同士のけんかなども防ぐ効果があります。
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　「かわいそうだから…」などの一時の感情から、のら
猫に餌を与えるのはやめましょう。
　のら猫が住み着くようになり、糞尿などにより近隣
住民への迷惑となります。
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　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線106)
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　第53回写真道展の入賞・入選作品を展示します。
　今年度も道内17会場を巡回して留萌管内では羽幌町
だけで見ることができる写真展です。
　羽幌町の入選者4名の作品も展示します。北海道の
生活・産業・観光・自然の一瞬をとらえた作品をご覧
に来てください。

��　6月30日(金)～7月9日(日)
��　中央公民館１階展示スペース

�
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178
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　俳優の今井雅之が11年前に書いた作品で、終戦の日
さえ知らない若手漫才コンビが交通事故を境に昭和20
年の特攻隊前線基地へタイムスリップしていく物語で
す。今を生きる若者の「生」と、「死」を義務づけられた
若者の「生」とが激しくぶつかり合って行きます。そし
てその果てには…。

��　7月24日(月)　午後6:30(開場) / 午後7:00(開演)
��　中央公民館大ホール
�����【前売】一般1,500円 / 高校生以下  500円
　　　　 【当日】一般2,000円 / 高校生以下1,000円�
�������　中央公民館 / ポスター掲示各商店
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　昭和33年。今ほど便利でも裕福でもなかったけれど、
人々は来るべき21世紀を夢見ながら、ひたすら前に突
き進んで生きていました。
　この年着工の東京タワーを背景に個性豊かな面々が
織り成す、感動と希望の物語です。

��　7月1日(土)　午後6:30(開場) / 午後7:00(開演)
��　中央公民館大ホール
�����【前売】一般1,000円 / 高校生以下  600円
　　　　 【当日】一般1,400円 / 高校生以下1,000円�
�������　中央公民館 / ポスター掲示各商店
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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��　6月27日(火) 午前１０:３０～午後1:００
��　すこやか健康センター
��　町内の女性
���　３００円
��　食事に関する話、調理実習（ツナたまどんぶり、
　　　アスパラとキャベツのえびマヨネーズ、三つ葉
　　　と豆腐の味噌汁）
���羽幌町食生活改善協議会

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　地上デジタルテレビ放送は、
2003年12月1日から関東、中京及
び近畿の一部において開始され、
2006年末(平成18年末)までには、
全ての都道府県庁所在地にて開
始されることとなっています。
　現行の地上アナログテレビ放送は、地上デジタル放
送への移行に伴い、5年後の2011年(平成23年)7月24日ま
でに終了します。
　地上デジタルテレビ放送を視聴するには、
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といった方法があります。
　詳しくは、次までお問い合わせ願います。
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(受信相談)
　総務省地上デジタル放送受信相談センター 
　� ０５７０-０７-０１０１

(視聴エリア)
　社団法人 地上デジタル放送推進協会
　�����������	
������

　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。

���7月6日(木) 午後1:00～午後5:00
　　　7月7日(金) 午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
������　留萌社会保険事務所 � 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。

��　7月11日(火) 午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
�����　弓庭 登 氏
�������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。

��　7月21日(金) 午後1:３０～午後4:00
��　勤労青少年ホーム
���　秋山 俊一 氏
������　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311
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　保健師と栄養士による健康相談を行っています。町
内在住の方なら誰でも利用できます。毎回体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話、軽い運動をしています。

�

��　7月28日(金)
��　歌謡ビクス（歌にあわせてエアロビクス）
��　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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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室で、
今回はエアロビクス指導員による、軽い運動（エアロビ
クス）と健康相談を行います。気軽に楽しみながらで
きますので、みなさんお気軽にご参加ください。無料
送迎バスも運行しています。

��　7月25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
����　7月18日(火)まで

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)3日(月)

健康センター午前9:45～あいあいサークル12日(水)

健康センター午前10:00～骨粗しょう症健診13日(木)

健康センター午前10:00～骨粗しょう症健診14日(金)

羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)20日(木)

健康センター午後1:30～1歳6カ月児健診20日(木)

健康センター午前6:00～市街地区総合健診21日(金)

健康センター午前6:00～市街地区総合健診22日(土)

健康センター午前6:00～市街地区総合健診23日(日)

健康センター午前9:45～あいあいサークル26日(水)

健康センター午後2:00～乳児健診27日(木)

　あいあいサークルを除き、対象となる方にはお手紙
で通知しています。あいあいサークルの参加を希望さ
れる方は、当日会場で直接お申し込みください。
　市街地区総合健診の詳細につきましては、日程が近
くなり次第、全戸配布チラシでお知らせします。
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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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　結核予防法の改正により昨年度より65歳以上の方を
対象として実施しています。結核は過去の病気と思い
込み、症状があらわれていても気付かず、受診や診断
が遅れ感染を起こす事例が増えてきており、最近の状
況では70歳以上の方の発病率が増加傾向にあります。
　重症化する前に早期発見し、治療することが重要で
す。健康管理のためにもぜひ受診してください。

���　6月30日(金)
���　羽幌町在住の65歳以上の方
��　無料
����　レントゲン車による胸部エックス線撮影
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中央集会所午前９：００～９：３０

朝日集会所午前９：４０～１０：１０

上築老人の家午前１０：２０～１０：５０

公民館築別分館(旧保育所)午前１１：００～１１：３０

栄町コミュニティセンター午後１：００～１：３０

幸町南集会所午後２：３０～３：００

川北老人福祉センター午後３：１０～３：４０

すこやか健康センター午後３：４５～４：３０

※申込みは必要ありません。都合のよい場所で受診してくだ
さい。検診バスでの移動のため、時間が多少前後する場合が
あります。
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　結核とは、結核菌によって主に肺に炎症を起こす病
気です。結核菌は重症の結核患者に飛び散り、咳やく
しゃみによる飛沫中の菌を吸い込むことによって感染
します。
　最初は風邪とよく似た症状でいつまでもせきやたん
が止まらず、微熱が続きます。そのうち、だるさ、寝汗、
胸の痛みといった症状がでてきて、さらにひどくなる
と喀血したりします。結核菌の増殖で肺に空洞ができ、
それが大きくなり最後は呼吸困難になってしまいます。

�����　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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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23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(金)まで

�������	
　社会教育課体育振興係
　羽幌町総合体育館内　� 62-6030
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　ドイツ・フランス・ブラジル・モンゴル・中国・ブ
ルガリア・バングラデシュなどから北海道大学に留学
している方、約30名が来町されます。
　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。羽幌町国際交流協会ではホームステイ先を
一般公募しています。

��　7月1日(土)～7月2日(日）
����　6月23日(金)まで
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　国際交流協会事務局(小川)　� 62-4461
　政策推進課　� 62-1211(内線220)
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　島の味覚を楽しむイベントです。採れたてのウニや
魚介類を囲んでバーベキューが楽しめます。焼尻では
貴重な焼尻めん羊販売も行われます。
　それぞれ土曜の夜に開催される花火大会は、大迫力
の臨場感が楽しめます。
　町内に住んでいながら、なかなか離島を訪れる機会
が無いという方も、一度ご家族連れでウニ祭に遊びに
行ってみてはいかがでしょうか？
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��　7月1日(土)　正午から
　　　7月2日(日)　午前9時から 
��　天売フェリーターミナル周辺 
������

・お得！ウニの浜値販売
・魚介類の販売
・花火大会　※7月1日のみ
・歌謡ショー
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��　7月8日(土)～9日(日)　午前9時から 
��　焼尻フェリーターミナル周辺 
������

・貴重！焼尻めん羊肉販売
・お得！ウニの浜値販売
・魚介類の販売
・花火大会　※7月8日のみ
・カラオケ大会
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　商工観光課観光振興係　� 62-1211(内線573)
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