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　羽幌小学校、中学校プールの一般開放を実施します。
どうぞご利用下さい。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。
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����　6月17日(火)～9月14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
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����　6月23日(月)～9月14日(日)
����　(平日) 午後5:00～午後9:00
　　　　　※夏休み期間中は午後1:00から
　　　　　(土曜日・日曜日・祭日) 午後1:00～午後9:00
����毎週火曜日 / 7月8日～10日 / 8月13日～16日
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������　羽幌町総合体育館　� 62-6030
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　　　4件)(　　　2件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　4人)(　　　2人負 傷 者
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　158件)(　　　27件救 急 出 動

　　154人)(　　　26人搬 送 人 員

　　　4件)(　　1件火 災 件 数

1,094千円)(　　1,069千円損 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5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。
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線113)

　高齢者・一人暮らしを狙った悪質な訪問販売が依然
として後を絶ちません。販売目的を告げずに、「布団
を無料で点検します」と言って家に上がりこみ、高額
な布団を買わせたり、「布団のクリーニングをサービ
スします」と言いながら後で代金を請求したりと、あ
の手この手で消費者を狙っています。
　被害にあわないために次のことに注意しましょう。

■欲しくないときは「買いません」とキッパリ断る。
■脅かされたり、しつこいときは110番通報する。
■契約してしまった場合はクーリングオフをする。
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　契約書を受け取った日から８日以内に書面で申し出
れば、契約を解除できる制度です。（ただし、クーリ
ングオフできない場合もあります。）
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　羽幌町では、土地の明確化と合理的な利用を図るた
め、地籍調査事業を実施しております。つきましては
下記の期間において、羽幌町が業務委託した業者が下
記の調査地区の土地内及び住居周辺に立入り、地籍調
査に必要な杭を設置し調査に支障をきたす雑草などを
除去いたしますので、ご承諾下さいますようお願いし
ます。委託業者は�����
��と明記の腕章を着用して
います。
　また、設置した杭は後日、
土地の境界を調査する基準杭
となりますので、撤去しない
ようお願いします。

����　平成20年11月下旬頃まで
����　幸町・南町・栄町
����　株式会社 極東コンサルタント
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　農林水産課地籍調査係　� 62-1211(内線351・352)
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　町民課町民生活係　� 62-1211(内線112)

　来る7月7日～9日に北海道洞爺湖サミットが開催さ
れます。みなさまには、サミットの成功に向けて次の
ことにご理解・ご協力をお願いいたします。

■不審者や不審物などを発見するために、検問などで
行き先をお尋ねしたり、持ち物や車のトランク内など
を見せていただいたりすることがあります。
■「不審な人物」「不審な車(者)」などを見かけたときは、
110番通報してください。
■期間中、会場周辺などで交通規制を実施します。マ
イカーの利用を控え、公共交通機関を利用するなど混
雑緩和にご協力ください。
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発売期間：7月14日（月）～8月1日（金）
抽せん日：8月12日（火）

この宝くじの収益金は、明るく住みよいまちづくりに使われます。
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　農林水産課水産係　� 62-1211(内線344・345)

　留萌支庁管内の沿岸海域では、こんぶ、うに、あわ
びの他、たこ、ぎんなんそうなどの魚貝藻類が管内の
漁業協同組合に第1種共同漁業権として設定されてお
り、採捕すると漁業権の侵害にあたり罰せられます。
　なお、密漁を発見した場合は、漁業協同組合や警察
署などにご連絡いただくようご協力をお願いします。
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（海藻類）わかめ、のり、ふのり、ぎんなんそう、も
ずく、てんぐさ
（動物）うに、なまこ、たこ
（貝類）あわび、つぶ、いがい、ほっき、えぞばか
がい
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　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8日(火)　午前9:00～正午
��　役場会議室
�����　弓庭 登 氏
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健康センター午前9：45～あいあいサ～クル2日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ3日(木)

健康センター午前9：30～苺くらぶ10日(木)

健康センター午前9：45～あいあいサ～クル16日(水)

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9：30～小苺くらぶ17日(木)

健康センター午前6：00～特定健診18日(金)

健康センター午前6：00～特定健診19日(土)

健康センター午前6：00～特定健診20日(日)

健康センター午後0：30～1歳6ヵ月児健診23日(水)

健康センター午前6：00～がん検診（胃・肺・大腸）25日(金)

健康センター午前6：00～がん検診（胃・肺・大腸）26日(土)

健康センター午前6：00～がん検診（胃・肺・大腸）27日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ28日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室30日(水)

　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

　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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　成人講座では、町民のみなさんでさまざまな特技を
お持ちの方を講師として募集しております。多くのご
応募をお待ちしております。
　また、このような講座を開催してほしいなどのご要
望も随時受け付けておりますのでご連絡ください。

����　羽幌町在住の方
　　　　　※町外在住の方は事前にお問い合わせください。
����　茶道・華道・手芸・工芸・音楽・舞踊・ダ
　　　　　ンス・着付け・絵画・水墨画・書道・料理
　　　　　パソコンなど（ジャンルは問いません）
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　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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　7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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　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。事前に
予約のうえ相談することをおすすめします。

���7月10日(木)　午前10:00～午後4:00
��　役場4階 大会議室
�������留萌社会保険事務所 � 0164-43-7211
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　羽幌町出身の宝井梅星さんが贈る怪談「耳なし芳
一」。尺八（土井啓輔さん）・ギター（羽野誠司さ
ん）を交え独特な世界を表現いたします。
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　社会教育課社会教育係 � 62-1178
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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。どうぞお気軽に
ご利用ください。

��　7月18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です。町内在住の方
なら誰でも利用できます。毎回軽い運動と体重・体脂
肪測定、血圧測定、健康の話をしています。

��　7月29日(火)
��　歌謡ビクス
��　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)
　　　※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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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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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27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
����　7月4日(金)まで
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　羽幌町総合体育館　� 62-6030
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���7月5日(土)　午後6:00(開場) 午後6:30(開演)
���中央公民館大ホール
�����一般1,000円 / 高校生以下無料
�������	中央公民館 / ポスター掲示各店
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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。
今回は地域包括支援センター職員による簡単なスト
レッチ体操を行います。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
スも運行しますので、ご希望の方は申込みの際にお知
らせください。

��　7月22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15日(火)まで
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