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� 0164-62-1211(代表)
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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。

【�������������	
����】
 ※6月27日は日曜日のため ��������に開設します
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　農林水産課林務畜産係 � 62-1211 (内線350)

　地産地消の促進のため、羽幌町の地元ブランド「焼
尻サフォーク肉」を町民のみなさんに販売します。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24日（土）～8月10日（火）
�����1キログラム 4,500円（税込み）
※予約制とし、ひとり1キログラムまでとします。
������7月10日（土）
�������	

・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

※この事業は、町が羽幌肉商組合へ補助して実施します。
予約・販売期間を設け、販売予定数量に達し次第締め切
りとさせていただきます。
　みなさんのご理解とご協力
をお願いします。
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　平成15年7月に羽幌町エンゼルプランの具体的実施
計画として作成した「はぼろ次世代育成支援行動計
画」の後期計画（平成22～26年度）を策定しました。
　この計画は、21世紀を担う子どもたちが健やかに育
つ環境づくりを大きな目的としています。町では、子
育て中の保護者を対象にニーズ調査を行い、この計画
の策定作業を進めていましたが、本年4月から計画期
間がスタートしました。
　はぼろ次世代育成支援行動計画（後期計画）及びニー
ズ調査結果は羽幌町ホーム
ページをはじめ次の閲覧場所
でご覧になれます。

�����役場福祉課、天売支所、焼尻支所、
　　　　　すこやか健康センター

��������福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送が受
信できない方に対して、簡易なチューナー（1台）を無償
で給付する支援を行っています。該当する世帯はお早
めにお申し込みください。

�������

�NHK放送受信料全額免除の世帯（次に該当する世帯）
�生活保護などの公的扶助を受けている世帯
�障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が町民税非課
　税の世帯
�社会福祉事業施設に入所されていて、自らテレビを
　持ち込んでいる世帯
����

　申込書に必要事項を記入のうえ、����������
までに総務省地デジチューナー支援実施センターに送
付してください。申込書は福祉課に備えてあります。

※NHK放送受信料の全額免除を受けていない世帯は、取
り急ぎ全額免除申請を行ってください。役場総合窓口で
申請することができますので、印鑑をご持参ください。
詳しくはお問い合わせください。

�������	
�����������

�������

　福祉課社会福祉係 � 62-1211 (内線124)
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　福祉課社会福祉係 � 62-1211 (内線123)

　次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する
ため、中学校修了前の子どもを養育する方に対し子ど
も手当（平成22年度は一律 13,000円）を支給します　
制度について、詳しくはお問い合わせください。
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　毎年、2・6・10月にそれぞれ前月分までを支給
※平成22年2・3月分は児童手当として支払われます。

�����羽幌町に住所があり、中学校修了前の子ど
もを養育している方�������	
����

※受給するために申請手続きの必要な方には、書類を郵
送しています。届いていない場合は、 お手数ですが福祉
課までご連絡ください。また、平成22年3月31日において
児童手当の認定を受けていた方は、自動的に資格が移行
するので、申請手続きは必要ありません。
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　　　2件)(　　　0件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　2人)(　　　0人負 傷 者
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　149件)(　　　27件救 急 出 動

　　157人)(　　　25人搬 送 人 員

　　　3件)(　　0件火 災 件 数

3,310千円)(　　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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�羽幌警察署 � 62-1110

　山の雪融けとともに登山やハイキングなどで、山に
出かける機会が多くなります。
　山岳遭難事故を防ぐため、次の点に注意しましょう。

・十分な装備とゆとりのある計画を立て、自分の体力
　や技量に合わせた登山を心がけましょう。
・単独での登山は控え、入山前は必ず気象情報を確認
　しましょう。
・万が一に備え、鈴やラジオなど音の出るものや携帯
　電話などの通信手段を携帯しま
　しょう。
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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、約20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。

��　6月26日(土)～6月27日(日）
����　6月21日(月)まで

　町民でつくる実行委員会が企画するはぼろ学講座。
今回は、本場のこきりこの踊りと歴史を学びます。 
　受講料は無料でどなたでも参
加いただけます。

���6月23日(水)　午後6:30～午後8:00
���中央公民館小ホール
���富山県 越中五箇山 こきりこ唄保存会

えっちゅうごかやま

※申込はいりません。直接会場へお越しください。
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����������NPO法人羽幌町体育協会
　 羽幌町総合体育館パワデール内 � 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25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(水)まで
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　はぼろ学講座実行委員会 � 62-2365（菊地）
�������	


　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15日(火)～9月12日(日)
����　(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

�������	
������	�

�������NPO法人羽幌町体育協会
　 羽幌町総合体育館パワデール内 � 62-6030
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　親子で楽しめる幼児向け公演を開催します。
　幼稚園・保育園児向けの公演ですが、未就園のお子
さんもご覧いただけます。ぜひ、お越しください。

���6月23日(水)　午前10:00
���中央公民館大ホール
����無料
������　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　福祉課国保医療年金係 � 62-1211(内線126)

　平成22年度の保険料の額は、7月に「保険料額決定
通知書」を送付しますのでご確認ください。
　なお、保険料の支払い方法は口座振替に変更するこ
ともできます。希望される方は保険証と預金通帳、お
届印を持参し、役場福祉課までお申し出ください。

※後期高齢者医療制度の保険料は、2年ごとに決められる
保険料率によって計算されます。平成22･23年度の新しい
保険料率は広報はぼろ4月号に記載していますのでご確認
ください。

�������	
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　平成22年4月から3年間の期限付きでスタートした、
個人住宅の増改築（リフォーム）などの改修工事費の一
部を助成する住宅改修促進助成事業は、5月20日を
もって定数（30件・平成22年度予算額）に達したため、
申請受付を締め切りました。
　来年度以降も助成を予定してい
ますので、改修工事を検討されて
いる方はご活用ください。
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�町民課住宅係 � 62-1211 (内線104・107)

　国のがん対策の一環で、子宮がん・乳がん検診の受
診促進と健康意識の向上を図るため、羽幌町では特定
の年齢の方にクーポン券を送付し、女性特有のがん
（子宮頸がんと乳がん）の無料検診を実施します。対象
となる方はお早めに受診することをお勧めします。
　対象者や受診できる医療機関などは次のとおりです。
詳しくはお問い合わせください。

���　平成22年4月20日現在で羽幌町に住民登録が
あり、平成21年4月2日から平成22年4月1日までの間に
次の年齢になった女性
【�������】���������������
【�����】�����������������
　対象者にはすでにクーポン券を郵
送していますが、届いていないなど
の場合はすこやか健康センターまで
ご連絡ください。

�������北海道立羽幌病院　� 0164-62-6060
　必ず事前に予約してから受診してください。なお、羽幌町
が実施する婦人科検診で受診することもできます。

�����平成22年11月30日まで
　この日以降は、クーポン券は無効となり使用できません。
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������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　平成22年は国勢調査の年で
す。10月1日現在で全国一斉に
行われます。羽幌町でも5月28
日に実施本部を設置し、準備
を進めています。
　調査の結果は、さまざまな
法令で使われるほか、社会福
祉や生活環境の整備など、わ

たしたちの暮らしのために役立てられます。
　5年に一度の全世帯を対象とした調査ですので、ご
理解とご協力をお願いします。
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������　国勢調査羽幌町実施本部
�総務課情報管理係 � 62-1211 (内線214・215・216)



　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。

������　加藤病院
　　　　　(南6条5丁目)
　　　　   � 62-1005
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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。また、毎週火・金曜日の9時30分からは幼稚園・
保育園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。

　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23日(金)
��　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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　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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　希望される方は必ず事前に予約のうえご利用くださ
い。(予約期間は6月21日～7月1日までです）なお、定員
になり次第、締め切る場合があります。

���7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

�����

　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(火)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
��������町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

�����

　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
��　川北老人福祉センター
※訪問での相談も受け付けています。事前にご連絡ください。

���

　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

��������福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線122)
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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

　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

�������

��������	
������～��������	
���～

����������������
�����

�����
��������������������

�����������

������������

������������

�������	
�������������������

�������	
������������������

�������		
������������������

������������������	
�����������������

���� ��������������	
����������������������� !

������������������	
�������������������

�����������

������������

�������	
��

��������	
�

�������	

��������	�
��

��������������	
���
��
�������
�������	
���������

���

�����������������������������������������

�������	
������������������������

������������������������������

�������������������������������

��������������������������������������

������������������������������������������

��������	
�����������	
������

�����金曜日午後の診療は 当面の間救急患者のみ対応します。
������� 第5週（7月29日）は休診となります。
������緊急性のない軽症の方は、夜間・土日・祝日の受診は控え、平日の診療時間中に受診するようにご協力をお願いします。

���������������北海道立羽幌病院　� 0164-62-6060　 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/hbb/
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��　6月24日(木) 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（ペペロンチーノ、
　　　ご飯だんごのシューマイ風あんかけ、アスパラ
　　　と甘エビのかつお節サラダ など）
���羽幌町食生活改善協議会

�������������

健康センター午前9：30～小苺くらぶ  5日(月)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  7日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ12日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診14日(水)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診16日(金)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診17日(土)

健康センター午前6：00～市街地区総合健診18日(日)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル21日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ22日(木)

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～苺くらぶ29日(木)

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020

������������

　外出する機会の少ない高齢者のための健康教室です。
気軽に楽しみながらご参加ください。送迎バスをご利
用の方は申し込みの際にお知らせください

��　7月27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20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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