（速報版） 令和３年８月１０日発行

◆募集人数

第５０回町民ソフトボール大会

令和４年度浜頓別町職員
採用試験の実施について

【保育教諭】

今回の第５０回大会をもって町民ソフトボール大会を終了します。
最後の大会となりますので、多くの方の参加をお待ちしています。

１名

◆受験資格
①幼稚園教諭免許資格並びに保育士資格を取得している方、若しく
は取得する見込みのある方
②昭和５７年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた方
※ただし、日本国籍を有しない方、又は、地方公務員法第１６条各
号に該当する方は受験できません。
◆試験内容 書類選考、作文試験、適正試験、面接試験
◆試験日時 ９月中旬～下旬
◆採用予定日

試験申込書は役場総務課総務係または町ホームページ
(URL:http://www.town.hamaotonbetsu.hokkaido.jp/)で
入手してください
役場総務課総務係 ℡２－２３４５
浜頓別町こども園 ℡２－３５３５

地域安全・暴力追放パークゴルフ大会

◆日

時 ８月２９日（日）

受付：午前８時３０分 試合開始：午前９時
◆場

所 浜頓別町パークゴルフ場

◆対

象 浜頓別町在住の一般成人男女

◆チーム 町内会単位でのチーム編成となります。
チーム編成は９名です。
◆申込み 各町内会代表者に参加申込書を送付しています。
８月２５日（水）までに申込みください。
◆その他 ９月２日（木）午後６時３０分より、多目的アリーナ会
◆その他 議室で代表者会議を行いますので、参加チームの代表者
◆その他 は出席願います。
℡２－４６６６

子育て支援センター事業「異年齢交流」
◆日

時 ８月２３日（月）午前１０時 ～１１時

◆場

所 こども園遊戯室

◆対

象 こども園に入園していないお子さん
事前の申込みは不要ですので、是非ご参加ください。
◆内 容 １、２、満３歳児の園児と一緒に遊びや体操を行います。
パネルシアター（何ができる？カタチ遊び）を視聴します。
◆持ち物 保護者とお子さんの上靴

◆問合せ 地域子育て支援センター（こども園内） ℡２－３５３５
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、内容など変更する
場合があります。
※参加者は当日の朝の検温（３７.５度以上の発熱の場合はお休み）、
玄関での手指消毒をお願いします。
※保護者はマスクの着用をお願いします。

【中止】2021 ウソタン砂金フェスティバル

８月３１日（火）まで

◆申 込 み

◆問 合 せ

◆日 時 ９月５日（日） 開会式：午前８時４５分～
※雨天の場合は中止
◆場 所 浜頓別町運動公園（山村広場）

◆問合せ 町教育委員会生涯教育係

令和４年４月１日

◆試験会場 浜頓別町役場
◆募集期間

第１７０２号

◆申込み
８月１８日（水）までにパークゴルフ協会事務局または浜頓別町地域
安全推進協議会・浜頓別町暴力追放運動推進協議会事務局（役場住民
課環境生活係）に申込みください。
※浜頓別パークゴルフ場クラブハウス内、掲示板の用紙に必要事項を記
入して申込みすることもできます。
※参加される方は、手の消毒や、身体的距離の確保など新型コロナウイ
ルス感染対策についてお願いします。
◆参加費
参加費は無料ですが、大会当日の施設使用料は自己負担です。
◆申込先
パークゴルフ協会事務局 中島英明 ℡２－２５７９
浜頓別地域安全推進協議会・浜頓別町暴力追放運動推進協議会事務局
（役場住民課環境生活係） ℡２－２５４９

８月８日（日）に開催を予定しておりました「２０２１ウソタン
砂金フェスティバル」につきまして、新型コロナウイルスの感染者
数が大幅に増加している現況を踏まえ、町民をはじ
め来場者・関係者の安全確保を第一に考えた結果、
イベントを安全・安心して執り行うことは困難な状
況であると判断し、今年度につきましては、開催を
中止することとしました。
開催を楽しみにしてくださった皆さまには心よ
りお詫び申し上げますと共に、何卒ご理解をいただ
きますようお願い申し上げます。
◆問合せ 町観光協会 ℡２－２３４６

こころの健康づくり講座
こころの健康づくり講座を下記のとおり開催いたします。よりよ
い睡眠をとるヒントのために、ぜひご参加ください。
◆日 時 ９月３日（金）午後２時３０分～４時頃まで
受付：午後２時１５分～
◆場 所 ほけんセンター
◆講 義 「眠れてる？～こころの健康と睡眠の関係～」
※ＺＯＯＭによる遠隔講演
※詳細は 8/25 号 広報折込チラシをご覧ください。
◆講 師 特定医療法人朋友会石金病院
副院長 香坂 雅子 氏
◆申込み ８月３０日（月）まで
◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係
℡２－２５５１

技能者会無料包丁研ぎ
◆日

時

８月２９日（日）午前８時～１２時

◆場

所

福祉センター駐車場

◆開催要領

受付する包丁の数は限定しません。
１２時までに受付した包丁を取りに来てください。
◆問 合 せ 浜頓別技能者会 小川 道昭
℡０８０－６０７０－７６８９

８月は『北方領土返還要求運動強化月間』
わが国固有の領土である歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島か
らなる北方四島の早期返還の実現は、道民はもとより国民の長年に
わたる悲願です。
北海道では、この北方領土問題の解決に向け、道民世論の結集を
図り、国の外交交渉を積極的に後押しするため、昭和４１年から、
旧ソ連邦が日本に対し宣戦を布告し、北方四島の占拠を開始した月
である８月を「北方領土返還要求運動強化月間」として、重点的な
返還要求運動を実施してきています。
道、市町村及び関係団体が連携し、一層強力に北方領土問題の啓
発活動を展開しています。
町としてもこれを支持し、一日も早い北方領土の返還の実現を期
待する立場から、次のとおり署名活動を行うこととしていますので、
町民の皆さんのご協力をお願いします。
◆署名コーナー
役場２階総務課カウンター
（８月３１日（火）まで実施）
◆問合せ
役場総務課総務係 ℡２－２３４５

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！

（速報版）
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第１７０２号

行事予定
月 日
行
事
8/11（水）なかよし広場
8/17（火）なかよし広場
8/18（水）巡回療育相談
シニア木曜学校
8/19（木）
（リズム体操）
8/20（金）乳幼児健診
8/23（月）異年齢交流

野山でヒグマに遭わないために

（８月１０日～８月２４日）
場
所
時
間
こども園遊戯室 10:00～11:30
こども園多目的
10:00～11:00
ホール
ほけんセンター 19:00～15:00
福祉センター
13:30～15:00
ほけんセンター
こども園遊戯室

10:00～14:30
10:00～11:00

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更になる場合があります。

公衆浴場「滝の湯」温泉供給停止のお知らせ

◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

正しい飼い方をしていますか？
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ごみの排出に関するお願い
ご家庭から資源物リサイクルで出されるものは、ごみ収集車で収
集し、手作業で全ての袋を開けて選別し、リサイクル業者へ引き渡
します。しかしながら、資源物ではないゴミや違う種類の資源物が
混ざっており、リサイクルができません。
「分別ルール」を守っていないものは、収集できません。
ご家庭に配布している『家庭ごみの分け方・出し方』『資源ごみ
の出し方』で、分別ルールの確認し、適切な排出にご協力ください。
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海上保安大学校学生募集
海上保安庁では、令和４年４月採用の職員（海上保安大学校学生）
を募集します。
◆インターネット受付
８月２６日（木）～９月６日（月）
◆試験日程 第一次試験 １０月３０日（土）、１０月３１日（日）

至

町観光協会

・ペットボトルのフタは必ず取ってください。
・資源物以外のものをいれないでください。
・資源物は、種類ごとに袋を分けなければ、収集できません。
・汚れているものは資源物として収集できません。
（汚れが落ちないものは、燃やせるゴミ・燃やせないゴミで排出
してください。）
分別ルールがわからない場合は、お問い合わせください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

◆受験資格 令和３年４月 1 日において高等学校を卒業した日の
翌日から起算して２年を経過していない者及び、
繁殖期の異常な鳴き声防止や生殖器系の病気の予防にもなります。
令和４年３月までに高等学校を卒業する見込みの者
・糞尿などで近所に迷惑をかけないように室内で飼いましょう。
◆海上保安庁職員採用ホームページ URL
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９
https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu/
◆問 合 せ 稚内海上保安部管理課
℡０１６２－２２－０１１８
・管理できる数を超えないよう、不妊去勢手術を行いましょう。

交通規制箇所図

工事箇所

→

町内の歩道や公園などで犬の糞が多
く見受けられます。糞の放置は、衛生
上問題であるのと同時に生活環境を害
することとなります。散歩をする時は
必ず、糞を入れる袋を持って、周りの
人の迷惑にならないよう飼い主が責任
を持って糞の始末をしましょう。
◆犬のマナー
・犬の登録と狂犬病予防注射は必ず受けましょう。狂犬病予防法の
規定により２０万円以下の罰金を課せられる場合があります。未
登録犬は、速やかに役場住民課環境生活係で手続き願います。
・糞尿を適切に処理し、公共の場所や他人の土地を汚さないように
しましょう。
・ストレスを溜めないよう、適度な散歩やしつけを心掛け、鳴き声
などで近所に迷惑をかけないようにしましょう。
・散歩の時は、必ず首輪や胴輪を付けて、リードで繋いでください。
・放し飼いはせず、家の中で飼うか、鎖で繋ぐなどしてください。
◆猫のマナー

工事に伴う車両交通規制をお知らせします。
車両交通規制箇所では大型車(ダンプトラックなど)の出入りもあ
りますので、工事期間中は付近を通行される方は十分にご注意願い
ます。
◆工事情報
工 事 名：令和３年度下頓別バス待合室解体工事 (片側交互通行)
工事業者：株式会社 南波組 ℡５－６３４５
期
間：９月６日（月） まで

←

お盆期間中は、温泉の運搬ができない状況となるため、大変ご迷
惑をお掛けしますが、水道水による給湯となります。
◆期 間 ８月１７日（火）～８月１９日（木）

北海道では、野山であればどこでもヒグマに出遭う可能性があり、
実際にヒグマによる人身被害の多くは野山で発生しています。
山菜採りやキノコ狩り、登山などで野山に入るときは、次のルー
ルを守りましょう。
・野山では音を出しながら歩く
・１人では野山に入らず複数人で行動する
・薄暗いときは行動しない
・食べ物やゴミは必ず持ち帰る
・フンや足跡を見たら引き返す
民家付近など、人へ危害が及びそうな場所での目撃などがありま
したら、下記までご連絡ください。
◆問 合 せ
役場産業振興課水産林務係 ℡２－２３４６
※土日祝日の場合は、駐在所（℡２－２１１０）にご連絡願います。）

車両交通規制お知らせ

◆問合せ 役場建設課建築係

℡２－２３５８

平日・日中の受診を心がけましょう！
休日や夜間に軽症の患者が安易に医療機関へ受診すると、一刻を
争う救急患者の受入れなどに支障が生じてしまいます。
休日や夜間の診療時間外は、緊急性の高い場合に受診し、緊急性
の低い場合は平日の診療時間内に受診することが、日本の医療体制
を守ることや医療費の節約につながります。
◆問合せ 全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部
℡０１１-７２６-０３５２（代表）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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