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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。
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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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　　141件)(　　　21件救 急 出 動

　　141人)(　　　21人搬 送 人 員

　　　2件)(　　1件火 災 件 数

10,092千円)(　　138千円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　2011年は国際森林年ということで親子で楽しめる木
工教室を開催します。実際に木材に触れることで「良
さ」や「温かさ」を体験してみませんか。
ふるってご参加ください。

��　7月23日(土)
��　午前10:00～正午（午前9:45集合）
��　中央公民館小ホール
��　町内在住の児童とその保護者
��　15組　※6月13日（月）から申込受付開始。定員
　になり次第、締め切りとします。
���木製ブックスタンドづくり
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　産業課林務畜産係 � 62-1211 (内線353)
　留萌振興局森林室管理課 � 0164-42-8381

　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14日(火)～9月11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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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　焼尻島観光案内所 � 01648-2-3993

　焼尻めん羊牧場内「ふれあいファーム」でサフォー
クの羊毛を使ったクラフト作りが体験できます。親子、
友達仲間との旅の思い出にいかがですか。
　参加するには事前予約をお勧めしますが、空きがあ
る場合は当日受付も可能
です。詳しくはお問い合
わせください。

��　6月12日(日)、19日(日)、26日(日)、7月3日(日)
����①午前10:30、②午前11:30、③午後1:30、④午後2:30
���焼尻めん羊牧場内 ふれあいファーム
　※7月3日は焼尻めん羊まつり会場内（焼尻港周辺）
���各回20名
����ひとり1回 500円（材料費含む）
����ハガキ大の板に羊毛を貼って羊の形にするク
　　　ラフト（所要時間はおよそ30分です）
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　アナログ放送は、平成23年7月24日正午にすべての放
送が終了（完全停波）します。地上デジタル放送（地デ
ジ）の準備をお急ぎください。
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　総務省では、経済的な理由でまだ地上デジタル放送
を見ることができない世帯に対して簡易チューナーの
無償給付支援を行っています。申込方法など詳しくは
お問い合わせください。
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①生活保護世帯などでNHK放送受信料が全額免除の世帯
②世帯全員が市町村民税非課税の世帯
�����　地デジ対応の簡易チューナー（1台）を無
償給付します。
�������7月24日まで（消印有効）
�悪質商法にご注意ください。この支援で
総務省や役場、テレビ局などがお金を請求
することはありません。
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　総務省地デジチューナー支援実施センター
　・NHK放送全額免除世帯への支援 � 0570-033840
　・市町村民税非課税世帯への支援 � 0570-023724

������

　産業課林務畜産係 � 62-1211 (内線350)
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　羽幌町の地元ブランド「焼尻サフォーク肉」の定着
と地産地消を図るため、町民のみなさんに特別価格で
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25日（月）～8月11日（木）
�����1キログラム 3,500円（税込み）
������7月15日（金）
��������

・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

※予約制とし、ひとり2キログラムまで購入できます。ただ
し、販売予定数量に達した場合、予約締切日にかかわらず
終了とさせていただきます。ご理解とご協力をお願いし
ます。なお、これは町が羽幌肉商組合へ補助して実施す
るものです。
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昨年9月に完成。放牧の少ない秋冬は
乾燥保管施設として、観光時期の夏は
めん羊とのふれあいやクラフト作りな
ど体験型施設として活用しています。



�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　今年は、北海道で活躍するパフォーマーの中から、
選りすぐりの3人が大道芸をお届けします。ぜひご来
場ください。

������6月21日（火）　焼尻小中学校体育館
　　　　　　6月22日（水）　天売小中学校体育館
���午後6:00開場 / 午後6:30開演
����無料
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　今年デビュー 30周年を迎えた羽幌町出身のフォーク
シンガー みのや雅彦さんのふるさとコンサートを開催
します。チケットは、中央公
民館またはポスター掲示店で
お買い求めください。

��　6月25日(土)　午後6:30開場 / 午後7:00開演
��　中央公民館大ホール
����前売り 2,000円 / 当日 2,500円
※未就学児童は入場できません。
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�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�������	


　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　平成9年にオープンした日本画家・後藤純男のアトリ
エ兼美術館。約600平方メートルある展示スペースで
代表作品や大作を見ることができます。20代に描いた
初期の作品から最新作まで、変わらない自然とさまざ
まな変化を遂げる画風をご堪能ください。

��　7月24日(日)　
��　後藤純男美術館(上富良野町東4線北26号)
���

��　町民(中学生以下は保護者同伴)
���　無料(入館料及び昼食代は自己負担）
���　一般 800円 / 小・中・高校生 400円
����　7月7日(木)まで
�����40名
※応募多数の場合は抽選とします。また、20名に達し
ない場合は中止とします。
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中央公民館前集合、出発・午前7:30
後藤純男美術館到着・午前11:00
後藤純男美術館出発・午後1:30
中央公民館前到着、解散・午後5:00
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　平成24年度の留萌管内町村職員採用資格試験（第1次
試験）の案内です。受験を希望される方は次によりご
応募ください。なお、試験会場など詳しくはお問い合
わせください。

����　上級（一般事務）
�����町村長部局、教育委員会等各種委員会事務
局、議会事務局等に勤務し、一般行政事務に従事。
����

�昭和56年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた
方で、学校教育法による大学（短大を除く）を卒業ま
たは平成24年3月までに卒業見込みの方。
�����平成23年6月24日(金)まで
※平日の午前9時から午後5時まで。郵送の場合は6月24日
(金)までの消印があるものに限り受け付けます。

�����留萌町村会（留萌市住之江町2 留萌合同庁舎内）
�������平成23年7月24日(日)
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　留萌町村会 � 0164-43-4456
�総務課職員係 � 62-1211(内線214)
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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24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(木)まで
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　運動不足気味というあなた、ゆっくりした動きで体
の中からじんわりと熱くなる「太極拳」を体感してみ
ませんか！隣近所お誘い合わせのうえご参加ください。

��　7月2日(土)　午前10:00～午前11:30
��　総合体育館 パワデール
��　日本健康太極拳協会北海道支部　 三角   明  氏

みすみ あきら

���　無料
���　18歳以上の方　※お子様連れでの参加不可
����　6月23日(木)まで
��　北海道栄養士会留萌支部
※上靴、タオルを持参し、動きやすい服装でお越しく
ださい。
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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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　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、相談日の一週間前までにご予約く
ださい。（定員になり次第、締め切る場合があります）

���7月14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
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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。

��　7月13日(水) 　午前9:00～正午
��　役場1階 相談室
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�町民課総合受付係 � 62-1211(内線101)
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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。

��　7月21日(木) 　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
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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。
健康手帳をお持ちの方は、ご持参ください。

��　7月26日(火)
��　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)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　留萌保健所では、女性の健康上の幅広い相談に対応
するため、管内にお住まいの方を対象に「女性の健康サ
ポートセンター」を開設しています。
　妊娠、出産、子育ての悩み、不妊の悩み、思春期や
更年期の健康上の問題などの相談について保健師がお
受けします。お気軽にご利用ください。プライバシー
は厳守されます。
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����　0164-42-8327
�����午前8:45～午後5:30（土・日・祝日を除く）
　
����������	

��　毎月 第1水曜日　午後1:30～午後4:00
���留萌保健所（留萌振興局保健環境部保健福祉室）
　　　留萌市住之江町2丁目 留萌合同庁舎内
����無料
����前日までに電話で予約してください。
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�留萌保健所
　子ども・保健推進課 � 0164-42-8327
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　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（祝日除く）
��　川北老人福祉センター
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　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
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  4日(月)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル  6日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ11日(月)

健康センター午後1：00～乳児健診13日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル20日(水)

健康センター午前9：30～苺くらぶ21日(木)

健康センター午前10：00～離乳食教室25日(月)

健康センター午後0：30～3歳児健診27日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ28日(木)
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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。事業内容など詳しくはお問い合わせください。
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　みなさんはロコモという言葉をご存じですか。ロコ
モティブシンドロームの略で骨や関節などの運動器の
働きが衰え、介護が必要になったり寝たきりになる可
能性の高い状態のことをいいます。このロコモを理解
し予防を進めるための講座を開催します。申し込みは
いりませんので、お気軽にご来場ください。

��　7月16日(土)　午後2:00
��　中央公民館
��　「ロコモ」について知っていますか？ 
��　留萌市立病院整形外科部長 堀 清成 氏
���　無料
��　羽幌町
　　　北海道立羽幌病院
　　　アステラス製薬株式会社

������　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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　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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��　6月23日(木) 　午前10:30～午後1:00
��　すこやか健康センター
��　20歳以上の女性
���　300円
��　食事に関する話、調理実習（野沢菜とじゃこのご
　　飯、甘エビと長いもの包み椀※、小松菜とチーズの
　　わさびしょうゆ和え）
���羽幌町食生活改善協議会

������　福祉課保健係
　すこやか健康センター内 � 62-6020
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　毎週火・金曜日の9時30分より、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。
　保育士による自由遊びや親子で参加できる遊びなど
を通じて、楽しい子育ての輪、ともだちの輪を広げま
しょう。会場はすこやか健康センターです。
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