
　６月から7月にかけて緑町や南町など市街地付近で
ヒグマの足あとが相次いで確認されました。幸い、事
故には至っていませんが今後も十分な注意が必要です。
　町では、引き続き注意看板の設置、猟友会羽幌支部
の協力のもと付近のパトロールを実施しますが、足あ
とやフンを発見したり、ヒグマを目撃した場合は役場
産業課（� 62-1211）または警察署
（� 62-1110）にご連絡ください。
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　9月9日の「救急の日」。消防署では救命講習会を開催
します。家族や同僚が急に倒れたり怪我におそわれた
時、助けるのも助けられるのもその場に居合わせた
「あなた」です。ぜひ受講してください。

���9月9日(金)　午後6:00～午後9:00
���消防署2階 会議室
���中学生以上
����無料
����止血法
　　　・心肺蘇生法
　　　・ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使い方
�����30人
����受講者全員に交付
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　北留萌消防組合消防署警防課救急係 � 62-1246
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　海や川でサケ・マスを違法に採捕すると法律や規則
で罰せられます。違反者はその内容に応じ、法令で最
高3年以下の懲役または200万円以下の罰金を受けるこ
とがあります。
　密猟者を発見した場合は漁協（� 62-1291）または警
察署（� 62-1110）に
ご連絡ください。
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　産業課水産係 � 62-1211 (内線344)
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　産業課林務畜産係 � 62-1211 (内線350)

�����緑町の山林、道路上���6月28日(火)  早朝

���前足幅約12cm、爪からの長さ22cm

���町道栄町・中央連絡線を苫前方向の草やぶに向かって足

あとがついていた。

�����南町の畑地（旧線路跡地）���7月3日(日)  夕方

���前足幅約12cm

���旧線路跡地方向の雑木林から侵入、中間ほどでUターン

して雑木林方向に戻ったもよう。

※ヒグマは夕方、夜間、早朝に活動が盛んになります。
ヒグマとの事故を避けるため、できるだけ明るい時間
帯に行動する、今まで安心と思われた場所にも注意す
ることを心がけましょう。
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　羽幌警察署並びに消防署から7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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　　209件)(　　　30件救 急 出 動

　　211人)(　　　32人搬 送 人 員

　　　2件)(　　0件火 災 件 数

10,092千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　1人)(　　　0人負 傷 者
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　個人事業税とは、道内に事務所または事業所があり

個人で事業を行っている方に対して課税される税金で

す。納期限までに忘れずに納税しましょう。

　なお、納税には便利な口座振替をご利用ください。

�������留萌振興局地域政策部税務課
　（課税に関すること） � 0164-42-8417
　（納税に関すること） � 0164-42-8418
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 ※8月27日は土曜日のため ��������に開設します
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　8月はお盆の帰省や行楽など、運転の機会が増える

とともに、その解放感からスピードを出し過ぎたり長

距離運転の疲労が原因となる重大事故が多発するおそ

れがあります。

　運転される方は、次のことに注意しましょう。

�������	

　お盆時期は渋滞の発生も予想されます。余裕のある

計画を立てましょう。
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　運転中に少しでも疲れや眠気を感じたら、無理をし

ないで休憩しましょう。長時間運転する時は、少なく

とも2時間に一度は休憩しましょう。
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　車に乗ったらまずシートベルトを着用しましょう。

「後ろの席は安全」という考えは、大きな間違いです。
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　羽幌警察署 � 62-1110
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　例年、無宗教形式で実施している羽幌町戦没者追悼

式を次のとおり執り行います。

　式典に参列できない場合は、当日の「黙祷」にご協

力をお願いします。

���8月20日(土)

���中央公民館大ホール

���・開式　午前9:55（受付は午前9:00から）

　　　・黙祷　午前10:00　�������	
��

�������羽幌町戦没者追悼式実行委員会事務局
　福祉課社会福祉係 � 62-1211(内線123)



山本裕美子 はたのぼる
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　地域全体で福祉を考える場として子どもからお年寄
りまでみなさんが交流を深めることを目的に、今年も
ふれあい広場を開催します。

���9月11日(日)　午前10:00
���レストパークはぼろ周辺
※雨天時は旧町民体育館、勤労青少年ホーム駐車場
���

�ふれあい模擬店　�カラオケ　�ビンゴ大会
�展示・相談コーナー　�ふわふわ遊具 ほか
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　羽幌環境会議事務局 � 62-3416（濱野）

　プリン石鹸は廃食用油でつくる環境に配慮した石鹸
です。洗濯や食器洗いなどに使用でき、汚れ落ちは抜
群。自分でつくって使ってみてはいかがですか。

��　9月1日(木)　午後7:00から(1時間程度) 
��　役場総合車庫（南町運動広場向）
����500円　※ 苛性 ソーダ代として

かせい
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・ごはん 200ｇ（冷えたもの、雑穀でも可）　
・容量8リットル以上のバケツ
・廃食用油（自宅にある方は持参ください）
�����8月26日（金）
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せっけん
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　永年にわたり郷土羽幌町の発展に寄与されたお年寄
りのみなさんを敬愛し、長寿をお祝いするため羽幌町
敬老の集いを開催します。
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���9月14日(水)　正午(開場) / 午後1:00(式典開始)　
���中央公民館大ホール
���町内在住の65歳以上の方
���・山本裕美子（民謡、演歌）
　　　・はたのぼる（野菜演奏尺八漫談）
����無料

ステージでは高校生ボランティ
アが手話で歌を披露
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　留萌振興局保健環境部環境生活課 � 0164-42-8436

　ケガをした野鳥を見つけた場合、あなたならどうし
ますか。この講習会では、症例紹介や実習により救護
方法を学びます。

��　8月27日(土)　午前10:00～午後2:30
��　北海道海鳥センター
��　ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
　　　獣医師　山田 智子 氏
����無料
���　留萌振興局保健環境部環境生活課自然環境係
　〒077-8585　留萌市住之江町2丁目1番地2
　� 0164-42-8436　FAX 0164-42-1650
�����8月23日（火）
��　留萌振興局
　　　北海道海鳥センター
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　小中学生が何を感じ、何を考えているかを一般の人
に訴えるとともに、次代を担う清新で建設的な意見を
交換できるコンクールです。ぜひご来場ください。

���9月10日(土)　午後1:30
���中央公民館大ホール
���羽幌町子ども会育成連絡協議会
������　中央公民館内
�社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　カラオケやダンス、ゲームなどで秋の夜長を楽しく
過ごしましょう。上履きをご持参ください。

��　9月3日(土)　午後6:30
��　旧町民体育館
���　1,000円(入場券をお買い求めください）

������　中央公民館内�
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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　小樽市を拠点に活動するKUROの大道芸ショーです。
　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。みなさんご来場ください。

���9月27日(火)　午前10:00
���中央公民館大ホール
����無料

������　中央公民館内
　社会教育課社会教育係　� 62-5880
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　自衛隊留萌地域事務所 � 0164-42-4650
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旭川
留萌

受付時に
お知らせ

随時
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(男子)

旭川9/25-289/9
18歳以上
27歳未満

自衛官候補生(女子)

留萌
1次：9/17
2次：10/6-13

9/9
18歳以上
27歳未満

一般曹候補生

旭川
1次：9/23
2次：10/15-20

9/9
高卒(見込含)
21歳未満

航空学生

　次のとおり自衛官を募集しています。試験科目など

詳しくはお問い合わせください。
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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）

���9月8日(木)　午前10:00～午後4:00

��　役場4階 大会議室
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　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。

��　9月14日(水) 　午前9:00～正午

��　役場1階 相談室

�������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。

��　9月21日(水) 　午後1:30～午後4:00

��　勤労青少年ホーム
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　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。

��　9月27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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　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。

����　初級（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63年4月2日から平成6年4月1日までに
　生まれた方（大学卒業及び卒業見込みは除く）
�����平成23年9月9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9月9
日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10月16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)

　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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　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　羽幌町食生活改善協議会では、女性ばかりではなく
男性にも自分の食事や料理に関心をもってもらうため
の料理教室を開催します。料理が得意な人も普段料理
をしない人も、この機会にご参加ください。

���8月26日(金)　午前10:30～午後1:30
���すこやか健康センター
���成人男性
���栄養の話、調理実習(中華飯、ジャガイモと三つ
　　葉のサラダ)
����1人 300円
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健康センター午前9：30～苺くらぶ  1日(木)

健康センター午前9：30～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9：30～小苺くらぶ15日(木)

健康センター午前9：30～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29日(木)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020
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　町内で行われる保健事業や子育て教室などの日程を
ご確認ください。

　このほか、「うさこちゃん あそびの広場」を開設し、
保護者の方が安心して子育てできるようお手伝いをし
ています。 親子で参加して、楽し
い子育ての輪、おともだちの輪を
広げましょう。

��　毎週火・金曜日　午前9:30～午前11:00
��　すこやか健康センター
��　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
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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

�������	
�中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

　誰もが気軽に楽しむことができる軽運動「ノルディ
クウォーキング」の体験講習会を開催します。
　２本のポールを使って歩くことで、普通に歩くより
も効果的に有酸素運動ができ、ダイエットや肥満の予
防にもなります。専門のインスト
ラクターが指導しますので、未経
験者でも安心。ぜひお申し込みく
ださい。

��　9月18日(日)　午前10:00～正午　
��　（講義）中央公民館 ／ （実技）レストパーク
��　北海道ノルディックウォーキング・フィットネ
　　　ス協会　健康運動士　角幡 和子 氏
���高校生以上
����無料　※ポールは社会教育課で用意します。
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