
　北海道教育委員会から、児童生徒、教育関係者、家
族、地域の方々にいじめをなくし、かけがえのない子
どもたちの生命を守るための緊急メッセージです。
　

��������	
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・いじめは絶対に許されないことであり、生命にかか 
わる問題でもあることを理解してください。
・いじめられているときは、1人で悩まずに、友だち  
や先生、家族の方々に勇気を出して相談してください。
・いじめを見たり聞いたりしたときは、先生や周囲の
大人にすぐに伝えてください。
・誰にも相談できずに困っているときは、北海道教育
委員会の「いじめ相談電話」に連絡してください。

��������������	���


・いじめは人間としての尊厳を傷つける卑劣な行為で
あることを、しっかり伝えてください。
・子どもたちと触れ合う機会を大切にして、子どもが
発するサインを敏感に受け止め、けんかと思われるよ
うなことでも、背景にいじめが隠れている場合もある
ことを念頭に置き、速やかに対応してください。
・いじめを見かけた場合には、地域ぐるみで子どもた
ちを見守り、いじめをやめさせ学校や家庭に連絡して
ください。
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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8月における各件数な
どのお知らせです。

　生後3カ月以上の犬は、法律で年1回の狂犬病予防注
射と生涯1回の登録が義務付けられています。
　町では、次の日程で今年度2回目の狂犬病予防注射
と登録受付を行いますので、都合の良い会場で接種し
てください。

��　9月27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)

����

川北老人福祉センター午前１０：００～１０：３０

旧漁協会館(港町2丁目)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 ※事前に申し込みが必要午後２：３５～４：３０

※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、狂犬病予防注射は年に1回受けるものです。
春（5月）に受けている場合は、今回の予防注射を受け
る必要はありません。
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　町民課環境衛生係 � 68-7003（課直通）
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　　　9件)(　　　1件発 生 件 数

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　12人)(　　　1人負 傷 者
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�������	
�����������

　　255件)(　　　36件救 急 出 動

　　259人)(　　　35人搬 送 人 員

　　　5件)(　　0件火 災 件 数

50,173千円)(　0円損 害 額

　　　0人)(　　　0人死 者

　　　0人)(　　　0人負 傷 者
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　羽幌地区更生保護女性会 小国  � 62-3860

　羽幌地区更生保護女性会では、東日本大震災の復興
応援として映画上映会を開催します。
　被災地の宮城県石巻市でロケが行われ、お菓子を題
材にした感動の映画です。ぜひ、ご鑑賞ください。
　

��　9月19日(水)　午後6:00(開場）/ 午後6:30(上映)
��　中央公民館大ホール
����　一般 1,000円 / 高校生以下 500円
　　　　　※復興応援として収益の一部は寄付します。
�������		中央公民館 / ポスター掲示各事業所

��������	
��������

������　羽幌町教育委員会
　学校管理課総務係 � 68-7010（課直通）
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　今年も10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まり
ます。
　身近に住んでいる方が何か困っているとき、「何かを
してあげたい」、でも「一人ではしたくてもできない」
と思うようなことはありませんか？そのような想いは
募金にたくすことができます。地域の方々が安心して
暮らすことができるまちづくりは、地域の住民の方々
をはじめ、企業の力も必要です。
　みなさんの“やさしい想い”を赤い羽根共同募金に
お寄せください。

������　羽幌町共同募金委員会
　羽幌町社会福祉協議会内 � 69-2311
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　総合体育館「パワデール」の屋根改修工事に伴い、

体育館のアリーナの利用ができなくなりますので、ご

協力をお願いします。

�������	 

アリーナ（ランニングコース含む)

������� 　

トレーニングルーム・研修室・会議室・体力測定室

※幼児、小学生、中学生はプレイルームを含め、工事期

間中は体育館の利用はできません。

�������

9月17日(月）～10月19日(金）

��������	
����	����

������　
　総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030　
   中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

�������		

 �  0120-3882-56（24時間対応）



������　
　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

�������	
　
　羽幌町社会福祉協議会 � 69-2311

�������	


　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。
入場料は無料ですので、ぜひ、ご来場ください。

���9月27日(木)　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
��

・原　一平 （寅さんのものまね第一人者）
・はかまだ 雪絵 (演歌・民謡）

�������	
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　北海道海鳥センター � 69-2080

　北海道海鳥センターでは、羽幌近郊の旬の自然を観
察する「のんびり自然観察会」を行います。今回の観
察会は、サケの遡上を観察します。
みなさんで秋の自然を満喫しませんか。

���9月29日(土)　午前9:00～午前11:30�
�����北海道海鳥センター
���小学生以上(小・中学生は保護者同伴）
����100円(保険料)
���20名
����　9月25日(火)
����長靴、カッパ、双眼鏡(ある方はお持ちください)
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　幼稚園、保育園向けの人形劇公演ですが、未就園の
お子さんも無料でご覧いただけます。みなさんご来場
ください。

���9月26日(水)　午前10:00
���中央公民館大ホール

�������中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880

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

「��������」
　切り絵や刺しゅうなど、いちい大学生の作品を展示。

���10月2日(火)～10月5日(金)

「�������	
���」
　管内陶芸愛好者の趣向を凝らした作品を多数展示。

���10月12日(金)～10月16日(火) 　ひとり暮らしの高齢者が一堂に会し、お互いの交流
を深める集いを開催します。温泉に入ってお食事をし
て、みなさんで楽しい一日を過ごしませんか。

���10月11日(木)　
���ほろしん温泉ほたる館(沼田町)
��　・午前8:30　 羽幌出発　
　　　・午前11:00　ほろしん温泉到着
　　　・午前11:30～午後2:50　会食、交流、温泉浴
　　　・午後3:00　 ほろしん温泉出発
　　　・午後5:30 　羽幌到着
���10月11日現在で町内在住(離島は除く)の65歳以
　　上のひとり暮らしの方。
���　1,000円(当日ご持参ください)
��　50名
�����10月4日(木) ※定員に達し次第締め切ります。

�������	
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はかまだ　雪絵原　一平
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　コーディネーショントレーニングは、子どもの運動
能力を高め、脳を活性化させるトレーニングです。
　家庭でもできる子どもの運動能力を伸ばすトレーニ
ング方法を親子で学べます。
ぜひ親子で参加してください。

���10月27日(土）
　　　午前9:00～正午　
���総合体育館 パワデール
����幼児から小学生とその保護者
����無料

※この事業は財団法人自治総合センターのコミュニティ助成
事業により行います。同センターが全国自治宝くじの普及広
報事業費として受け入れる受託事業収入を財源として、住民
のコミュニティ活動を促進し、その健全な発展を図るととも
に宝くじの普及広報を目的に行われます。

������　
　総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030　
   中央公民館内
　社会教育課社会教育係 � 62-5880
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「�������	
�」
とおあしかい

　今年で5回目を数える「はぼろ探訪遠足会」を開催し
ます。羽幌の自然や炭鉱跡地などを探訪しながら、自
分の足でフルマラソンの距離を歩いてみませんか？
　気軽に参加できるようハーフマラソンの距離を歩く
コースもあります。お誘いあわせのうえ、ぜひご参加
ください。申込方法など詳しくはお問い合わせください。

��　9月30日(日)　午前7:00スタート（雨天決行）
����　高校生以上で健康に自信のある方
����

・�������	
�
　総合体育館～上羽幌～羽幌炭鉱～築別～総合体育館
・�������	
��　※羽幌炭鉱までバス移動
　羽幌炭鉱～築別～総合体育館
���　軽食・飲物経費
・�������	
�　  1,500円
・�������	
��　1,000円
����　9月22日（土）
※申込用紙は、総合体育館・中央
公民館・旭屋書店・リカーショッ
プカクイにあります。

�������	
�総合体育館パワデール内
　NPO法人羽幌町体育協会 � 62-6030

「��������	
����」

　今年もおろちゃんマラソン大会の参加者を募集して
います。健康増進や体力づくりに日ごろジョギングを
されている方、ぜひ参加しましょう。 

��　10月21日(日)　午前10:00スタート(雨天決行)
����　小学生以上の方
���　総合体育館～中央方面(往復)
���　無料
����　9月30日（日）
※申込要領など大会の詳細はお問い合わせください。
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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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健康センター午前9：30～苺くらぶ  1日(月)

健康センター午後0：30～1歳6カ月児健診  3日(水)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル10日(水)

健康センター午後1：00～乳児健診10日(水)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ11日(木)

健康センター午前7：45～
午後0：45～

婦人科検診（乳がん・
子宮がん・骨粗しょう症）14日(日)

健康センター午前9：30～苺くらぶ15日(月)

健康センター午前9：30～小苺くらぶ22日(月)

健康センター午前10：00～離乳食教室26日(金)

健康センター午前9：30～あいあいサ～クル31日(水)

������　すこやか健康センター内
　 福祉課保健係 � 62-6020

　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

　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。

����

　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。

�������	
��

　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）

���10月11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

������

　住民のみなさんの心配ごとに相談員が応じます。

��　10月19日(金) 　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 

����

　保健師と栄養士による健康相談です。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。

��　10月30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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　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
�������	


　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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������　
　町民課総合受付係 � 68-7003（課直通）

　北海道弁護士会では、道内弁護士不在市町村を対象
に一斉無料法律相談を実施します。相談は無料ですの
でこの機会にご利用ください。

���10月22日(月)　午後1:00～午後4:00
��　中央公民館　第３研修室
������法律相談全般(例：借金問題・交通事故・悪徳
　　　　  商法など)
����　10月19日(金)
※当日、予約がない場合も受付しますが、予約された方を
優先します。なお、相談時間は一人あたり30分程度とな
ります。
�����他町村会場でも相談を受けることができます。
　　　  詳しくは、お問い合わせください。
　　　  ・初山別村自然交流センター 10月10日
　　　  ・苫前町公民館 10月24日

�������	
　
　福祉課社会福祉係  � 68-7004(課直通)
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　次のとおり天売小中学校(教育委員会)の嘱託職員を
募集します。希望される方はご応募ください。

�����天売小中学校　
����　栄養士業務
　　  ・学校給食の食品構成表および献立等の作成
　　  ・給食用物資の調達、調理および衛生面等の指導
　　  ・児童生徒の食育に関する指導、助言
�����1名　
����　栄養士の免許を取得している方
����　週29時間以内とし、別途定める
����　平成25年1月1日～平成25年3月31日まで
　　　　　※その後、1年間ごとの期間更新を予定
���月額 220,000円
���健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入
�����市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
入し、10月31日(必着)までに申し込む。※郵送可
�����履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知

���������　〒078-4198 羽幌町南町1番地の1
　学校管理課総務係 � 68-7010（課直通）

�������	
���������

���������　〒078-4106 羽幌町南6条2丁目
　社会教育課社会教育係(中央公民館内) � 62-5880
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　次のとおり武道館(教育委員会）の臨時職員を募集し
ます。希望される方はご応募ください。

����　武道館の清掃、除雪など管理全般
�����1名　
����　年齢18歳以上の方
����　月～金曜日 午後3:00～午後9:00(休憩1時間)
�����土曜日 午後4:00～午後9:00(休憩1時間) 
����　平成24年11月1日～平成25年3月31日まで
���時給� 800円
���健康保険、厚生年金、雇用保険等に加入
�����市販の履歴書(顔写真貼付)に必要事項を記
入し、10月5日(必着)までに申し込む。※郵送可
�����履歴書による書類審査、面接※日程は後日通知

　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。

��　10月10日(水)　午前9:00～正午
��　役場 会議室
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　行政相談週間にあわせて、期間中に特設相談所を開
設します。どうぞご利用ください。相談は無料です。

��　10月17日(水)　午前9:00～正午
��　中央公民館 第3研修室

�����


