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� 0164-62-1211(代表)
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　雪解けで道路や自宅周辺のごみが目立つ時期となり
ました。きれいな町づくりのため地域のみなさんでご
み拾いのご協力をお願いします。また、雪解けなどの
地盤のゆるみでごみステーションが傾いていません
か？ごみステーションの管理は各町内会にお願いして
います。強風などで倒れることのないよう今一度点検
をお願いします。

�自宅周辺のごみを拾うなど、身の回りからきれいに
しましょう。
�町内会や各団体、ボランティアのみなさんのご協力
もお願いします。町内会の地域清掃活動へのごみ袋配
布は、後日町内会長に連絡します。
※清掃ボランティアをしていただけるときは連絡事項
などがありますので、事前に連絡をお願いします。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)
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　役場まで足を運ばなくても、住民票の発行や税金の
納付などができます。お買い物のついでに、どうぞご
利用ください。
　
��　ハートタウンはぼろ1階 
���　月曜日～金曜日の午後1:00～4:00まで
���　第1・第3火曜日及び役場の閉庁日
�����

・印鑑証明、住民票謄抄本の交付
・税、税外収入の収納
・所得証明などの税務証明書の交付
（所得証明、納税証明、土地建物評価証明）
・簡易な申請書、各健診の申込書の取次ぎなど
・公民館図書の返却
・各種行政情報の提供
・インターネットによるホームページ閲覧
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　町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　犬を連れてくるときは、首輪・口輪等をしっかりと
つけて犬に慣れた方が連れてきてください。飼い主が
押さえることができない犬は予防注射を受けられない
場合があります。
　なお、当日は大変混み合いますので犬の登録をされ
ている方は、役場から送付された「はがき」を持参して
ください。犬の登録をしていない方は、メモ用紙に
「飼主住所・氏名・電話番号・犬の種類・毛色・性別・生年
月日・犬名・犬の特徴」を書いて持参してください。

����　3,040円(毎年1回)
���　600円(戸別訪問希望者のみ)
���　3,000円(犬の生涯に1回)
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築別郵便局午前１０：００～１０：２０

旧築別中学校午前１０：３０～１１：００

曙生活館午前１１：２０～１１：４０

朝日集会所午後１：３０～２：００

中央集会所午後２：１０～３：００

川北老人福祉センター午前１０：００～１０：５０

若葉団地(公営住宅)午前１０：５５～１１：３５

北町集会所午後１：００～１：４０

羽幌町上水道浄水場午後１：４５～２：２５

福寿川・相合橋(南4条通側)午後２：３０～３：００

栄町南団地集会所午前１０：００～１０：２０

栄町コミュニティセンター午前１０：２５～１１：００

南町集会所午前１１：０５～１１：５０

幸町南集会所午後１：００～１：５０

旧漁協会館午後２：００～３：００

羽幌町役場午前１０：００～１１：００

消防署午前１１：０５～１１：５０

戸別訪問　�������	午後１：００～

　犬の転居、譲渡、死亡などの場合には、鑑札及び印
鑑を持参して、手続きをしてください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線106)

�������

�������	

��������

　町民のみなさんの気軽な移動手段としてご利用いた
だいている町内循環バス｢ほっと号｣に、｢サンタほっ
と号｣、｢定期券｣に続く新企画第3弾として、｢メロ
ディバス｣が登場します。ほっと号から流れる心地よ
いメロディが道行く人を和ませ、まち中に安らぎを運
びます。また、このメロディがバス接近の合図となっ
て、ほっと号の特徴であるフリー乗降の利便性をいっ
そう高めます。ぜひご利用ください。

����　5月1日(火)
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�沿岸バス本社ターミナル　� 62-1550
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　アンモナイトを多数含んだ珍しい化石など世界的に
貴重な化石や炭鉱の資料なども展示しています。

����　5月1日(火)～10月30日(火)
����　午前10:00～午後4:00
���　毎週月曜日(月曜が祝日の場合は火曜日)
���　210円�(高校生以下 無料)  
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　和・洋建築の珍しい建物です。北海道指定有形文化
財に指定されています。

����　5月1日(火)～8月３１日(金)
����　午前9:00～午後4:00
���　なし
���　一般 310円 (高校生以下無料)
����団体(15人以上) 250円
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　　　1件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　 106件)(　　　39件救 急 出 動

　　104人)(　　　40人搬 送 人 員

　　　1件)(　　　0件火 災 件 数

1千円)(　　0千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者

　羽幌警察署並びに消防署から3月における各件数な
どのお知らせです。
　行楽シーズンがやってきます。遠出をする機会が多
くなるこの時期、心と時間にゆとりのある運転を。

　羽幌町ではお風呂の無いご家庭に、いきいき交流セ
ンターの入浴割引券をお渡ししています。

���　羽幌町に住所があり、お住まいにお風呂の無
い方(間借り・アパート・借家を含みます)
�����

・健康保険証などの身分を証明できるもの
・印鑑(シャチハタ印は使えません)
���　役場1階 総合窓口
����　平成19年4月1日～平成20年3月31日まで
�������

・大人(中学生以上)　160円(利用者負担額 390円)
・小人(小学生以下)　210円(利用者負担額 70円)
※乳幼児(3歳以下)は無料です。
���

・お風呂が故障して使えない場合は対象となりません。
・割引券は本人以外使用できません。
・確認のため、職員がお住まいに伺う場合があります。
・4月を過ぎて申込みをされた場合は、過ぎた月分の
枚数を差し引いてのお渡しとなります。
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線113)
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　5月28日(月)  午前9:15～午後4:00
　川北老人福祉センター�62-1424
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　新年度に入り、お手元へ新たに税金や各種使用料の
納入通知書が送付される時期となりました。ご承知の
とおり、町税収入などは福祉サービスの向上や普段利
用している公共施設の維持管理など、さまざまな場面
でみなさんが安心して快適に暮らせる社会を実現する
ための貴重な財源として、非常に重要な役割を果たし
ております。そこで今一度、納め忘れなどがないか、
ご確認をお願いします。
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・毎月納付だけど1回分だけ残っていた
・引き出しや書類の間にまぎれていた
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・残高不足のため引き落としされていなかった
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　旧軍人等で恩給等を受けていない恩給欠格者、戦後
ソ連やモンゴルに強制抑留された方、終戦に伴い本邦
以外の地域から引き揚げてこられた方「ご本人」に、
あらためて慰藉の念を表すため、内閣総理大臣名の
「特別慰労品」を贈呈します。過去に内閣総理大臣名
の書状等を受けた方、書状等の請求をしなかった方も
対象です。

�����平成19年4月1日～平成21年3月31日
�����福祉課社会福祉係にあります
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　独立行政法人 平和祈念事業特別基金
　� 0120-234-933
　ホームページ：http://www.heiwa.go.jp/
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　財務課税務係　� 62-1211(内線256)
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　「子ども？家庭？ ｣ってどうやねん！
　横山やすしに信頼された｢伝説のマネージャー ｣が長
女出産後、企画会社を起こし｢子ども｣｢家庭｣｢会社｣に
振り回され、山ほどのつまづきや失敗を経て、やっと
｢自分らしく生きていく｣ということが何となくわかっ
てきたという大谷由里子氏が家庭教育をテーマに、関
西人らしい圧倒的パワーで講演会場に元気をつくりだ
します。

���5月14日(月)　午後7:00
���中央公民館大ホール
���(有)志縁塾 代表取締役､人材活性プロデュ―サー
　　　大谷 由里子 氏
����無料
※託児を希望される方は5月9日午後3時までにご予約
ください。(定員15名)
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　ページを開くとイラストが飛び出す絵本を集めた、
｢しかけ絵本展｣を開催します。北海道立図書館資料で
ある60冊を一堂に展示します。みなさんどうぞ図書室
に足を運んでください。

���4月20日(金)～5月7日(月)
　　　※29日(日)は休館のためお休みです
���中央公民館図書室
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　中央公民館図書室　� 62-1178
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　｢世界遺産の霊場高野山の秘法今ここに･･･｣
　高野山の諸寺院に伝わる国宝18点、重要文化財56点
を含む総計100点の作品を紹介します。日本美術を語
るうえで欠かせない第一級の美術品が多数出展される
またとない機会です。どうぞお見逃しなく！

���5月13日(日)
���北海道立近代美術館(札幌市)
����午前7:30 中央公民館前集合、出発
　　　・正午　　道立近代美術館到着、鑑賞
　　　　　　　　(鑑賞に説明員はつきません)
　　　・午後3:00 道立近代美術館出発
　　　・午後7:30 中央公民館到着
���小学生以上の町民(小学生は保護者同伴)
����無料(入館料及び昼食代は自己負担)
����一般 1,000円  高校生 600円  小中学生 400円
�����5月7日(月)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
ない場合は中止します。
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　平成19年度の調理師試験が次のとおり実施されます。
受験を希望される方はご応募ください。なお、試験会
場や申し込み方法などの詳細はお問い合わせください。

����8月29日(水)
����滝川市
�����義務教育を受けた者で、多数人に対して飲
　　　　　食物を調理して提供する施設または、食品
　　　　　衛生法施行令第5条第1号の飲食店営業など
　　　　　において平成19年6月1日までに2年以上の
　　　　　調理の業務に従事した者。
�����5月7日(月)～6月1日(金)
����6,700円(相当額の北海道収入証紙)
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　留萌保健福祉事務所保健福祉部子ども･保健推進課
　� 0164-42-8326
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　羽幌町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、心配ごと相談所を毎月1回開催し
ています。どうぞお気軽にご利用ください。

��　5月21日(月)　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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　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。

���5月10日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室

�����

　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。

��　5月8日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
�����　弓庭 登 氏
���

・苦情がある、困っていることがある
・苦情を申し出たが、説明や措置に納得がいかない
・手続き、サービスなどで制度や仕組みがわからない
・苦情や困っていることについて、どこに相談してよ
　いかわからない
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������  町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211

　次のとおり平成19年度の自衛隊一般幹部候補生を募
集します。受験資格など詳細はお問い合わせください。
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���22歳以上26歳未満の方
���5月11日(金)まで
����5月19日(土)
�����筆記試験(一般教養・専門)
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���20歳以上30歳未満の方
　　　大学において歯学課程修了(見込み含む)
���5月11日(金)まで
����5月19日(土)
�����筆記試験(一般教養・専門)
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���20歳以上26歳未満の方
　　　大学において薬学課程修了(見込み含む)
���5月11日(金)まで
����5月19日(土)
�����筆記試験(一般教養・専門)
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���専攻学科、経験年数、免許などの条件あり
���5月11日(金)まで
����5月25日(金)
�����筆記試験(小論文)、口述試験及び身体検査
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���専攻学科、経験年数、免許などの条件あり
���5月25日(金)まで
����7月3日(火)
�����筆記試験(一般教養・小論文)
　　　　　口述試験及び身体検査
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  旭川地方協力本部留萌地域事務所　� 0164-42-4650

　保健師と栄養士による健康相談です。
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
の話をしています。

��　5月28日(月)
��　軽い運動を予定しています。
��　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)
　　　※健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

�����

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  9日(水)

健康センター午前9：00～乳がん･子宮がん検診12日(土)

健康センター午前9：00～乳がん検診13日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ14日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診15日(火)

健康センター午後2：00～乳児健診16日(水)

健康センター午前9：00～大腸がん検診22日(火)

健康センター午前10：30～離乳食教室22日(火)

健康センター午後3：00～ポリオ予防接種23日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル30日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ31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、事前に電話でお申し込みください。

�������	　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　道立羽幌病院については土・日曜日及び祝祭日を含
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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　今まで実施していました｢乳児健診｣｢1歳6カ月児健
診｣｢3歳児健診｣の実施方法が変わり、小児科医師診察
のみ後日行うことになります。詳細については、対象
者宛に直接通知いたします。みなさまには大変ご迷惑
をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いし
ます。なお、年間日程は先に配布した｢羽幌町保健事業
予定表(子どもの健康づくり編)｣でご確認ください。

�������	　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す。
今回は保健師による頭の体操と題して、講話と軽い運
動を行います。気軽に楽しみながらできますので多数
ご参加ください。無料送迎バスも運行しますので、ご
利用の方は申し込みの際にお知らせください。

��　5月29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
����　5月22日(火)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

栄町南団地バス停前　午後1：０５

栄町団地バス停前（旧道立病院）　午後1：０8

東出商店前（幸町）　午後1：10

沿岸バス羽幌ターミナル前（旧駅）　午後1：15

喫茶店イフ前（南大通3）　午後1：17

朝日生命前（南大通1）　午後1：20




