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� 0164-62-1211(代表)
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　教育委員会では、町内に居住する20歳未満の青少年
及び団体で、他の模範となる青少年を対象に優良青少
年顕彰を贈呈しています。町内会又は身近にいる青少
年で下記対象に該当すると思われる方がおりましたら、
ご推薦またはお問い合わせください。
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�勇気又は親切あふれる行いのあった青少年
�公徳心を高める行いのあった青少年
�子ども会活動、ボランティア活動及びその他の地域
　活動に功績があった青少年
�文化及びスポーツ活動において優秀な成績を収めら
　れた青少年
�その他、上記に相当すると思われる青少年

�����1月22日(火)まで
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　社会保険庁では、基礎年金番号に未統合で誰のもの
かわからない年金記録について、持ち主とみられる方
に確認を促す「ねんきん特別便」を昨年の12月から3月
にかけて発送します。

　この「ねんきん特別便」には「確認はがき」と「年
金加入記録照会票」を同封していますので、訂正の必要
がない場合には「確認はがき」を、訂正の必要がある
場合には「年金加入記録照会票」を提出していただく
こととしています。ご本人からご回答いただくことに
より、確認作業は完了いたしますので、速やかにご回
答いただきますようご協力をお願いします。

　また、住所変更の届出がお済みでない方、結婚等で
氏名変更のお届けがなされていない方は、変更の届出
をお急ぎください。結びつく可能性のある記録を探す
ためにも、お手持ちの古い年金
手帳をご確認いただきます
ようお願いします。
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
������

　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　11月中に不審者情報が数件あり、羽幌警察署や羽幌
町子どもパトロール隊などで町内の巡回パトロールを
強化しています。冬だからと安心せず、変だな？と
思ったら警察や教育委員会へご連絡下さい。
　また、冬期間（11月～3月）の外出時間は、小学生が
午後4時まで、中学生が午後6時までとなっています。
ご家庭や地域でも外出時間を確認し、子どもたちの事
故や事件をふせぐためにご協力下さい。
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　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　排水設備工事責任技術者資格の有効期間は4年間で、
資格登録者は4年毎に資格登録更新の手続きをする必
要があります。
　対象となる方は、「日本下水道協会北海道地方支部」
からすでに郵送されている資格登録更新実施案内及び
申込書などにより、定められた期間内に手続きを行っ
てください。

���　平成15年度に当該技術者試験に合格した方、
　　　　または資格登録更新手続きを行った方で、　
　　　　資格登録期間が平成20年3月31日で満了する
　　　　資格登録者
���　更新手数料 (テキスト代込)：3,000円
　　　　資格認定証交付等手数料：2,000円
����　平成20年1月21日(月)～25日(金)
����　手続き終了後、更新用テキストを配付
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　建設水道課下水道係　� 62-1211(内線323)
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　12月1日から、フリーダイヤルで停電情報をお知らせ
する「ほくでん停電情報サービス」が開始されます。
　旭川支店管内で停電が発生した際は、次のフリーダ
イヤルへおかけいただきますと、無料で現在の停電地
域などの情報をお聞きいただくことができます。
　また、このダイヤルでは停電時間をお知らせするほ
か、復旧のめどが確認された場合に、復旧見込み時刻
をお知らせする場合もあります。
　なお、数分程度の短時間の停電については、情報提
供の対象外とさせていただきます。

�����������������(毎日２４時間）

������

　北海道電力(株) 旭川支店 お客さまセンター
　� 0166-23-1019 (平日の午前9:00～午後5:00まで)
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　受検資格の詳細、検定料金など詳しくは羽幌スキー
連盟までお問合せ下さい。場所は町民スキー場です。
申し込みは、当日スキー場ロッジ内にて受け付けます。
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��　2月9日(土)・23日(土)　午後0:00 受付
����　中学生以下

������(����）
��　2月10日(日)・24日(日)　午前10:00 受付
����　詳しくはお問い合わせください

������　スキー連盟事務局　佐々木
　� 0164-62-1211 (羽幌町役場内)

　羽幌町食生活改善協議会では６０歳以上の男性を対象
とした料理教室を年2回開催しています。料理が得意
な人も普段料理をしない人もぜひ参加してください。

���2月6日(水）午前10:30～午後1:30
���すこやか健康センター
���60歳以上の男性
���栄養の話、調理実習(カレイのムニエル、肉じゃが、
　　　わかめとえのきの味噌汁）
����300円
����　1月30日(水）まで
��　羽幌町食生活改善協議会
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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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　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。
　２月は老人福祉センターで行います。

��　2月12日(火)　午前9:00～正午
��　老人福祉センター  
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�����　弓庭 登 氏
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・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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　4月1日以降に羽幌保育園に入所を希望する方は次の
要領でお申し込みください。
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�保護者が家庭の内外で常時働いている
�母親が妊娠中又は、出産後間がない(産前産後2カ月)
�保護者が病気である
�同居している親族が長期にわたり病気の状態であり、
　保護者が常時看護している状態にあること
�家庭の災害など

※上記の理由などにより家庭において保育できない場合に限
りますが、保護者が働いていても祖父母など他に保育できる
方がいる場合は、対象から外れます。

�����1月31日(木) まで

※受付期間終了後も年間を通じて随時受け付けしていますが、
3歳未満のお子さんの受け入れについては受入枠に限りがあ
るため、受け入れできない場合もあります。
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　羽幌保育園　� 62-1656
　福祉課社会福祉係　� 62-1211(内線124)
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　優秀な資質を有しながら、経済的理由によって修学
が困難な方に対して、修学に必要な資金の一部を貸付
します。申込に必要な書類や貸付の詳細はお問い合わ
せください。

����

�大学、短大、高等専門学校(5年制)に在籍する方。
※予定者を含む。稚内高等学校(衛生看護・看護専攻科)、美唄聖華
高等学校などの5年一貫教育を行う学校も含む。(4年生以上対象)

�学資を主に負担する者が羽幌町に2年以上住所を有
すること。

�学習活動その他生活の全般を通じ、態度・行動が学生
にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる
見込があること。

�経済的な理由により、修学が困難な方。

����　月額 20,000円
����　貸付決定月から最短修業年限の終月まで
�����無利子
����　若干名
����　3月3日(月) まで
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　学校管理課総務係　� 62-1211(内線412)
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　ヘルスメイト（食生活改善推進員）の養成講座を開催
します。ヘルスメイトとは地域の健康づくりを食生活
中心に活動をすすめるボランティアのことで、この講
座を修了する必要があります。
　講座の内容は食事や栄養はもとより運動など健康づ
くりの実習や実技が中心になっていますので、楽しみ
ながら健康を身につける機会にもしてください。

���2月 8 / 13 / 18 / 22 / 27日の5日間
　　　午前10:00～午後3:00（1日4時間程度）
���すこやか健康センター
���食事や健康に関心のある方
��　栄養や健康に関する話や調理実習など
��　羽幌町栄養士、北海道留萌保健所 ほか
���　無料
����　1月31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

　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。

���2月14日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
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　留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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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。

��　2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。

��　2月29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)
��　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、
今回は地域包括支援センター係による簡単な体操を行
います。健康相談も併せて行いますので、気軽に楽し
みながらご参加ください。無料送迎バスも運行します。

��　2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
����　2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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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午後2：00～乳児健診19日(火)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル20日(水)

健康センター午後0：30～３歳児健診20日(水)

　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・保育園に未入園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。
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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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　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




