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　家族や同僚が倒れたりケガにおそわれたとき、助け
るのも助けられるのもその場に居合わせた「あなた」
です。この機会に応急手当の方法を身に付けません
か？受講者全員に終了証を交付します。

��　9月8日(金)　午後6:00～午後9:00
���消防署2階会議室
��　中学生以上
��　30名
��　①応急手当の重要性
　　　②心肺蘇生法
　　　③止血法
　　　④AED（自動体外式除細動器）の使用方法
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　消防署警防課救急係　� 62-1246
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　町では、排水設備指定工事店の資格要件に排水設備
工事責任技術者制度を導入しておりますが、次のとお
り全道統一試験が実施されますのでおしらせいたしま
す。なお、既に登録されている方は、受験の必要はあ
りません。

��　11月8日(水)　午後1:30から
��　札幌市、旭川市ほか
����　10月に上記の市で開催します
���　受験料　4,000円
　　　　受講料(テキスト代込)　3,000円
����　9月1日(金)～12日(火)

　
������

　建設水道課下水道係　� 62-1211(内線322・323・325)
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　ごみを出す際の分別ルールが守られていないものが
見受けられます。各家庭に配布済みの「分別のてび
き」によるごみ分別ルールの再確認にご協力をお願い
します。

　一般ごみは最終処分場で埋立処理を行っていること
から、プラスチック類は風により飛散しやすく、水洗
いされていない貝がら、コンビニ弁当の容器、マヨ
ネーズやケチャップの容器が原因でカラスが大量発生
しています。
　最終処分場周辺の衛生環境を守るためにも、みなさ
んのご協力をお願いいたします。
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・水洗いされていない貝がら
　例）ホタテ、シジミ、ホッキの貝がらなど

・資源ごみ(その他プラ)の混入
　例）ビニール製の買い物袋、中身の入ったコンビニ
　　　弁当などの容器、マヨネーズやケチャップ容器
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　羽幌町外2町村衛生施設組合　� 68-1001
　町民課環境衛生係　� 62-1211(内線106)
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　平成18年度羽幌町防災訓練を次の日程で実施します。
当日は消防サイレンが 吹鳴 されますが、火災とお間違

すいめい

えのないようお気をつけください。
　訓練の詳細については、別途回覧でご案内します。

��　9月3日(日)　午後1:30～午後2:30（予定）
�����川北地区
����　羽幌中学校グラウンド
����　地震・津波による避難訓練、火災防ぎょ訓練
����　羽幌町、北留萌消防組合消防本部、消防署
　　　　　羽幌町消防団
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　総務課総務係　� 62-1211(内線211・213)
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　留萌保健所では、平成18年度の特定疾患及びウイル

ス性肝炎・橋本病医療受給者証の継続申請の受け付け

しています。現在、ご使用の受給者証送付時に同封し
た書類に必要事項をお書きのうえ、留萌保健所に忘れ
ずに提出してください。提出に必要な書類については
お問い合わせください。
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　北海道留萌保健所　� 0164-42-8324

　石綿ばく露作業に従事している、又は従事したこと
のある労働者に発症した疾病について、労災保険に係
る認定基準が改正されました。
　なお、石綿との関連が明らかな疾病として「石綿
肺」「肺がん」「中皮腫」「良性石綿胸水」「びまん
性胸膜肥厚」があります。
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�中皮腫については、胸膜プラーク、石綿小体又は石
綿繊維が認められるとの医学的所見を認定の要件とし
ていましたが、中皮腫の確定診断等がなされていれば
医学的所見は求めないこととなりました。
 
�肺がんについては、胸膜プラーク、石綿小体又は石
綿繊維が認められるとの医学的所見が得られ、かつ、
石綿ばく露作業への従事期間が10年以上あることを認
定の要件としていましたが､石綿小体又は石綿繊維が
認められたものは、石綿ばく露作業への従事期間が10
年に満たなくても認定されることとなりました。
 
�びまん性胸膜肥厚については、新たに業務上と認定
するための基準が示されました。
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　留萌労働基準監督署　� 0164-42-0463
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　これから台風のシーズンとなりますので、今月の気
象台一口メモは、「台風」についてお話します。台風はい
つもの年では、1年間に26.7個発生し、日本に接近するの
は10.8個、そのうち上陸は2.6個です。また、北海道へ接
近するのは1.5個で、8～9月にかけて最も多くなってい
ます。
　台風には、強風と大雨がつきものです。平成16年9月
に留萌沖を北上した台風第18号は、旭川で南南西
30.3m/s、羽幌で南南西46.9m/sの最大瞬間風速を観測し
ました。この暴風による主な災害は、住家の一部破損、
倒木などでした。上川・留萌地方では死者こそ出ません
でしたが、負傷者は104人を数えました。
　また、昨年（平成17年）9月に上陸した台風第14号は、
台風に加え前線の影響で大雨となり、前時雨山（富良野
市）で168mm、幌糠（留萌市）で97㎜ の総雨量を観測し、
この大雨による主な災害は、道路の損壊、山崖崩れ・地
滑り、堤防の決壊などでした。

　このように台風によって災害は、風が中心・雨が中心
といった特徴が出る場合もあります。台風が襲来する
ときは、常に暴風、高波、河川の増水・氾濫、低い土地の
浸水などによる大きな災害の恐れがあると心得ておく
べきでしょう。
　気象台では、台風の接近が予想される場合は、「台風
に関する情報」「警報・注意報」などの気象情報を発表し、
警戒を呼びかけています。また、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ページでもご覧
になれますので、最新の情報を利用して下さい。
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　旭川地方気象台防災業務課　� 0166-32-7102
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　自衛隊留萌募集事務所　� 0164-42-4650
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留萌1次：9/199/8
18歳以上
27歳未満

2等陸・海・空士(男子)

旭川1次：9/259/8
18歳以上
27歳未満

2等陸・海・空士(女子)

留萌
1次：9/16
2次：10/7-13

9/8
18歳以上
27歳未満

曹候補士

留萌
1次：9/16
2次：10/7-13

9/8
18歳以上
24歳未満

一般曹候補学生

旭川
1次：9/23
2次：10/14-19

9/8
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

旭川
1次：10/15
2次：11/18-19

9/29
高卒(見込含)
24歳未満

看護学生

旭川
1次：11/11-12
2次：12/12-15

9/29
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いたします。試験科目は、
募集種目により異なりますので、細部はお問い合わせ
ください。
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　「ここが変だよ日本人」でお馴染みの、パイナップル
ヘアーのママドゥとアフリカパーカッショングループ
のチョコラバンドが共演。チョコラバンドは津軽三味
線と強烈なアフリカンビートを見事にシンクロさせ、
たくさんの世界的ミュージシャン達と共演を果たして
きた実力派バンドです。
　子ども達はもちろん、一般
の方にも楽しんでいただける
こと間違いありません。

　町内小中学生を対象に開催
いたしますが、一般席も用意
いたします。お気軽に観覧
にいらしてください。

��　9月12日(火)
　　　(1回目公演)　午前10:30から
　　　(2回目公演)　午後1:30から
��　中央公民館大ホール
���　無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880

　緬羊工房アイランドサフォ－クは焼尻の羊の毛で糸
を紡ぎ作品にして町おこしをしているグループです。
　この度、結成１０周年を記念して展示会を開催いたし
ます。この町の草や木で四季を
染色で表現しました。多数のご
来場をお待ちしています。

��　9月20日(水) ～ 25日(月)　正午まで
��　中央公民館1階展示ロビー

　
������

　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　ミニ盆栽趣味の会約２０名により２００鉢余りの盆栽作
品を展示いたします。ぜひ、ご覧下さい。

��　9月15日(金) ～ 18日(月)　午後6:00まで
��　中央公民館1階展示ロビー
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　羽幌町文化協会主催の交流まつりが開催されます。
カラオケやダンス、抽選会で秋の夜長を楽しく過ごし
ましょう。上履きをご持参ください。

��　9月2日(土)　午後6:30
��　旧羽幌町民体育館
���　1,000円(入場券をお買い求めください）
������

　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　日本全国の大学で経営学ゼミナールを専攻している
学生により、経営学合同ゼミ合宿が羽幌で開催されま
す。大会において審査員として各大学の著名な教授が
出席されるこの機会に、羽幌町としてシンポジウムを
開催します。
　今日の市町村を取り巻く環境の中で、行財政運営の
あり方、また、まちづくりはどうあるべきか、専門家で
ある先生方とのパネルディスカッションを通じて、ま
ちづくりを考えるまたと無い機会ですので、町民のみ
なさまの多数の参加をお待ちしています。
　なお、午後7時からサンセットプラザにおいて、会費
制でウェルカムパーティが開催されます。こちらもど
うぞお気軽にご参加ください。

��　9月7日(木)　午後3:00
��　中央公民館大ホール
���　無料
���　澤野 雅彦 氏(北海学園大学教授)
　　　　日置 弘一郎 氏(京都大学教授)
　　　　廣山 謙介 氏(甲南大学教授)　ほか
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　政策推進課　� 62-1211(内線 221)

�������	


　第54回留萌管内女性大会を開催します。どなたでも
参加できます。午後の講演では実技もありますので、
運動しやすい服装でお越しください。

��　9月17日(日)　午前10:00
��　中央公民館大ホール
��　(午前の部)
　　　講演 「北方領土に関して」
　　　講師　北方領土復帰期成同盟
　　　　　　留萌地方支部長　阿部 稔 氏
　　　(午後の部)
　　　講演 「健康になるためのウォーキング」
　　　講師　2004年度ミス旭川　末岡 緑 氏
��　留萌管内女性団体連絡協議会
��　羽幌町女性団体連絡協議会
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178
　または、町内各女性部まで
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　いまどきの子は･･･という声を良く聞きますが、マ
ナー違反は、いまどきの子だけでしょうか？
　大人も反省すべき所はあるのではないでしょうか？
　煙草やゴミのポイ捨て、迷惑駐車、歩行･自転車での
信号無視。横断歩道で赤信号を待つ親子の横を平気で
通って行く人もいます。
　子ども達は見ています。手本となるよう大人も気を
付けて行動しましょう。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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��　9月17日(日) 　午前8:00
��　羽幌バドミントン愛好会
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��　9月18日(月) 　午前9:00
��　留萌地区バレーボール協会

�

������　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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　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室で、
今回はスポーツ専門員によるストレッチ体操と題し、
軽い運動を行います。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。

��　9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
����　9月12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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健康センター午後1:30～骨粗鬆症二次結果説明会１日(金)

羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)４日(月)

健康センター午前9:00～市街住民健診結果説明会４日(月)

健康センター午前9:30～市街住民健診結果説明会５日(火)

健康センター午前9:30～市街住民健診結果説明会６日(水)

健康センター午後1:30～3歳児健診７日(木)

健康センター午前9:45～あいあいサ～クル13日(水)

羽幌保育園午前9:30～苺くらぶ(育児教室)21日(木)

健康センター午後1:30～1歳6カ月児健診21日(木)

健康センター午後1:30～遊び方教室25日(月)

健康センター午前9:45～あいあいサ～クル27日(水)

健康センター午後2:00～乳児健診28日(木)

　対象となる方にはお手紙で通知しています。
　また、毎週火・金曜日の9時30分からは、0歳から6歳
までの幼稚園・保育園に入園前のお子さんとその保護
者を対象に「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
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　高血圧を予防するための料理教室です。来年の2月
まで毎月開催します。自分が高血圧の方や家族が高血
圧の方はもちろん、健康や料理に関心がある方はどう
ぞご参加ください。

��　9月8日(金)　午前10:30
��　すこやか健康センター
��　減塩のための調理の工夫、調理実習、試食
��　町内在住の成人女性
���　無料
����　9月1日(金)まで
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�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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。請求の
際には、印鑑や通帳等必要なものがありますので、事
前にお問い合わせすることをおすすめします。

���9月7日(木) 午後1:00～午後5:00
　　　9月8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。

��　9月12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。

��　9月21日(木) 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。

�

��　9月29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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　いじめ、不登校、問題行動等に関することに、電話で
相談を受けています。一人で悩まずに一度相談してみ
ませんか。
　
����　0164-62-1310
����　毎週月～金曜　午前9:00～午後4:00
���　本田 義明 氏
������

　学校管理課学校教育係　� 62-1211(内線414）
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　日本の文化を大切に、琴のアンサンブルで世界の名
曲を奏でます。琴とは思えないほどのサウンドで想像
を超えたアンサンブルに驚きと感動が。
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��　9月20日(水)　※時間は回覧でおしらせします
��　焼尻小中学校体育館
���　無料

������

��　9月21日(木)　※時間は回覧でおしらせします
��　天売小中学校体育館
���　無料
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　香川県出身、東京の昭和画廊を活動拠点としてワゴ
ン車で全国を回り、風景を描き続けている画家、長尾
周二さんの作品展を開催します。
　滞在した全国各地で依頼されて開催した作品展はす
べて好評を博しています。ここ数年、はぼろバラ園を
気に入って訪れている長尾さんにお願いして、本町で
も約３０点の作品を展覧していただけることになりまし
た。長尾さんの風景画を鑑賞して小旅行の気分を味わ
いに来てください。

��　8月22日(火) ～ 9月14日(木)
��　中央公民館1階展示ロビー
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178




