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　スポーツ公園、南町グラウンド、テニスコート等の
屋外体育施設は、１０月末日をもってシーズンオフによ
る閉鎖となります。
　なお、天候等により閉鎖時期が早まる場合がありま
すので、あらかじめご了承下さい。

������　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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　各体育館及び武道館の割当会議を開催しますので、
使用を希望する団体は期限までに使用団体登録票を総
合体育館へ提出してください。登録票は総合体育館で
配布しています。なお、夏期間の登録済団体へは郵送い
たします。
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��　10月16日(月)　午後7:00から
��　総合体育館研修室
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��　10月17日(火)　午後7:00から
��　武道館事務室

����　10月11日(水)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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　平成１８年度第2期の狂犬病予防注射を実施します。
今回は１０月5日の一日のみとなります。
　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。

��　10月5日(木)　午前10:00～午後4:30
����　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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老人福祉センター午前10：00～10：30

旧漁協会館午前10：35～10：55

幸町南集会所午前11：00～11：20

栄町コミュニティセンター午前11：25～11：55

羽幌消防署午後 1：00～ 1：30

羽幌上水道浄水場午後 1：35～ 2：00

羽幌町役場午後 2：05～ 2：30

戸別訪問※午後 2：35～ 4：30

※要予約となります。戸別訪問を希望される方は、事
前に町民課まで申し込みをしてください。
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　町民課環境衛生係 � 62-1211(内線107)
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　各事業所・企業の方々は、次のとおり調査員がお願
いにに伺いますので、ご協力をお願いいたします。

① 9月23日～9月30日までに「調査票」「調査票の記入の
仕方」等を各事業所・企業へ記入のお願いに伺います。
② 10月1日から10月20日までに「調査票」を受け取りに
伺います。

　調査票は各事業所・企業でご記入ください。記入方
法は、「調査票の記入の仕方」を参考にしてください。
ご不明な点は調査員にお尋ねください。

� 事業所・企業統計調査は、すべての事業所・企業人
が対象となり、回答が義務づけられています。
� 調査は、全国の事業所及び企業を対象として事業活
動や企業活動の実態を調査し、行政の施策に役立てら
れております。
� 調査員をはじめとする調査関係者には、守秘義務が
あり、調査内容の秘密は保護されます。
� 調査員証を携帯しておりますので、不審に思われた
方は調査員証をご確認ください。または、調査員の氏
名を聞き、総務課情報管理係までご確認ください。
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　総務課情報管理係　� 62-1211(内線214・216)
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　次のとおり、中央公民館嘱託職員を募集しますので、
ご応募ください。

����　中央公民館(羽幌町南6条2丁目)
����

�早朝、夜間等、館内外の巡回警備と保安に関すること
�公民館施設の管理に関すること(主に館内の不良箇所
の積極的な発見と軽微な修繕に関すること)
�その他、公民館長の指示すること
����　１名
����

�管理人として夫婦で公民館の管理人室に居住できる方
�管理人として夜間、公民館内外の巡回警備できる方
�平成19年4月1日現在、65歳以下の方
�普通自動車免許所持者
�ボイラー、電気、機械に詳しい方が望ましい
����　午後5時30分から翌日午前9時00分まで
����　平成19年4月1日～平成20年3月31日
　　　　　※1年毎に更新する
��　月額 111,500円
���　社会保険等の加入有り
����　市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
　　　　　入のうえ、平成18年12月1日(必着)で社会教
　　　　　育課公民館事業係に応募する。
����　(一次選考) 履歴書による書類選考
　　　　　(二次選考) 面接を実施 ※後日通知します
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　社会教育課公民館事業係　� 62-1178
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��　10月3日(火)　午後6:30～午後8:30
��　中央公民館調理実習室
��　豚丼、三平汁、海鮮サラダ
���　500円
���　エプロン
��　町内在住の成人男性
��　20名(定員になり次第締め切り）
����　9月22日(金）まで
��　北海道栄養士会留萌支部
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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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　図書室の蔵書の中で利用されずに古くなった本や寄
贈で複数になった本を無料で提供します。

��　9月25日(月)～10月5日(木)
��　中央公民館の開館時間内
　　　※ただし9月25日の初日は午後1時からです。
��　雑誌のみ1人5冊に制限します。
��　羽幌町中央公民館2階ロビー
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　中央公民館図書室　� 62-1178



　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。

���10月12日(木)　午後1:00～午後5:00
　　　10月13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。
・苦情がある、困っていることがある。
・苦情を申し出たが、説明などに納得がいかない。
・困っていることなどについて、どこに相談してよい
かわからない。

　10月16日から22日までの1週間は行政相談週間と
なっています。羽幌町ではこの期間、役場相談室のほ
か2ヵ所の特設相談所を開設いたしますのでどうぞご
利用ください。なお、焼尻地区については、フェリー
欠航の場合中止とさせていただきます。

�����　弓庭 登 氏
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午前９：00～正午役場１階相談室 10日(火)

午前10：00～正午焼尻支所相談室19日(木)

午前10：00～正午川北老人福祉センター21日(土)
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�町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)

　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。

��　10月20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。
　申し込みは不要です。当日会場に直接お越しくださ
い。

��　10月27日(金)　午前10:00～午後3:00
��　太極拳　※運動できる服装でお越しください
��　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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　教育委員会では町内において日頃より文化活動、ス
ポーツ活動等において活躍されている個人、団体に対
し、文化賞・体育賞及び文化奨励賞及び体育奨励賞を
贈っています。みなさんの町内会や団体・身の回りの
方で候補者がいらっしゃいましたら、ご推薦いただけ
るようお願いします。

����　科学（自然科学・人文科学）
　　　　　芸術（音楽・美術・文化・その他芸術等）
　　　　　教育（家庭教育・学校教育・社会教育等）
　　　　　体育（スポーツ等）
����　社会教育課（公民館内）にある推薦書に記
　　　　　入の上、提出してください。
����　9月29日(金)まで
����　①原則として20歳以上。
　　　　　②9月30日現在で、羽幌町に5年以上在住、
　　　　　又は5年以上主たる事務所を有する団体で
　　　　　第三者から推薦されたもの。
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　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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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、
今回は町内の薬剤師による講話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。

��　10月24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
����　10月17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
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健康センター午前8：30～頭部検診２日(月)

健康センター午前8：30～頭部検診３日(火)

健康センター午前8：30～頭部検診４日(水)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル11日(水)

健康センター午前10：00～離乳食教室12日(木)

健康センター午前9：00～乳がん・子宮がん検診15日(日)

健康センター午後2：00～乳児健診19日(水)

健康センター午前9：30～大腸がん検診(回収日)24日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル25日(水)

健康センター午後3：00～ポリオ予防接種26日(木)

　いずれの事業も対象となる方にはお手紙で通知して
います。苺くらぶの下半期日程は、決まり次第おしら
せいたします。
　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

�������	
�

�������	
��������

　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。

��　10月5日(木)　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28日(木)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
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　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。

���　10月13日(金)
���　羽幌町在住の65歳以上の方
��　無料
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北町集会所午前 9：00～ 9：30

川北老人福祉センター午前 9：40～10：10

幸町コミュニティセンター午前10：20～10：50

羽幌町役場前午前11：00～11：40

栄町コミュニティセンター午後 1：00～ 1：30

栄町南集会所午後 1：40～ 2：10

すこやか健康センター午後 2：20～ 3：00

※申込みは不要です。都合のよい場所で受診してください。

�����　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020




