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令和３年度浜頓別町戦没者追悼式について
浜頓別町出身の戦没者に対し、全町民が追悼の誠を捧げるととも
に、戦没者の献身の上にもたらされた『平和』への誓いを新たにす
るため例年開催しておりますが、今年度は新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための『まん延防止等重点措置』の実施期間中である
ことから『中止』いたします。
なお、浜頓別町遺族会主催の『招魂祭』は中止となっています。
◆問合せ 役場福祉課福祉係 ℡２－２５５１

令和３年度浜頓別町敬老会について
例年９月に開催しております『浜頓別町敬老会』について、浜頓
別町のほとんどの高齢者の方が、新型コロナワクチンの２回接種を
終えておりますが、引き続き『マスクの着用・石けんを使用した手
洗いやアルコール消毒・３密を避ける』感染予防対策が必要であり、
感染拡大を防止するため、今年度も『中止』いたします。なお、７
５歳以上の高齢者の皆さまに、９月中旬以降に『祝敬老の日』の記
念品をお届けします。
◆問合せ 役場保健福祉課福祉係 ℡２－２５５１

第７回生活困窮者自立支援制度における
自立生活支援センター「出前相談会」のお知らせ
日ごろの生活での不安や悩みなどを抱えている方々に広くこの制
度をご利用いただくために、今年度も下記の日程で「出前相談会」
を実施します。
・現在の収入が少ない、または全くない状況で生活に不安を抱えている・・・
・借金や公共料金、税金の滞納があり家計のやりくりが難しい・・・など
あなたの不安・悩みや困りごとをお伺いし一緒に考え、そして問
題解決へのお手伝いをさせていただきます。
ひとりで悩まず、まずはこの機会に相談にきませんか。
※相談料無料、秘密厳守、予約不要。どちらの会場でも相談可能
◆浜頓別会場
月
日
相
談
会
場
時
間
１０月８日（金）役場１階町民相談室
午前１０時～１２時
◆中頓別会場
月
日
相
談
会
場
時
間
１０月７日（木）中頓別町介護福祉センター相談室 午前１０時～１２時
※新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用・手指消毒
の上、相談に応じさせていただきます。
※新型コロナウイルスがまん延している場合は、中止させていただ
くことがあります。詳しくは、下記までお問合せください。
◆問合せ
社会福祉法人稚内社会福祉協議会自立生活支援センター枝幸事務所
℡０１６３－６２－２６２６
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９月の町民健康ドックについて
９月の町民健康ドックは、中止とさせていただきます。町民健康
ドック受診を希望される方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご了
承願います。
◆問合せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

子育て支援センター事業
☆異年齢交流
◆日

時

９月１６日（木）午前１０時 ～１１時

◆場

所

こども園多目的ホール

◆対

象

あなたの献血で多くの患者さんの命が救われます。皆さんのご協
力をお願いします。
◆日 時 ８月３１日（火）

◆内

容

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。
５歳児の園児と一緒に遊びや体操を行います。
マジックシアター（たまごでおりょうり）を視聴します。
保護者とお子さんの上靴

実施場所
時 間
住 所
①南宗谷消防組合浜頓別支署 1８時４５分～1９時４５分
南３条３丁目
②東宗谷農業協同組合 本所 １０時００分～１１時 00 分
大通２丁目
③頓別漁業協同組合 事務所 １１時１５分～１２時００分
頓別
④浜頓別町役場
１3 時３０分～１７時００分 中央南１番地
※新型コロナウイルス感染症を含め、感染予防を徹底し安全な献血
会場の運営に努めています。
◆対
象

☆お母さんと運動遊びで楽しもう

献血車が来ます。ご協力をお願いします！

◆持ち物
◆日

時

９月２２日（水）午前１０時～１１時３０分

◆場

所

多目的アリーナ

◆講

師

健幸サポート happy moon

B コート
門間 奈月

氏

男性は体重が４５kg 以上の方、

◆参加料

未就学児がいる保護者
・発育発達、健康な心と体づくりについての講座
・抱っこ紐の使い方についての講座
・親子で楽しむ運動遊び
無料

女性は体重が４０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
・４００㏄献血：１７歳～６９歳の男性で体重が５０kg 以上の方
１８歳～６９歳の女性で体重が５０kg 以上の方
（６５歳～６９歳の方は６０歳代で献血の経験がある方に限ります）
◆新型コロナウイルス感染症予防について

◆持ち物

飲料水、汗拭きタオル、日常でお使いになっている抱っ

①体温測定をお願いします
②会場内に設置されている消毒液で、必ず手指消毒をお願いします
③必ずマスクの着用をお願いします
◆献血をご遠慮いただく場合

◆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。

・２００㏄献血：１６歳～６９歳

①過去に輸血を受けた方
②薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場合があります
③新型コロナウイルス感染症対策のため、ご遠慮願う場合があります
④その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があります
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係 ℡２－２５５１

LINE で停電情報をお知らせします！
北海道電力ネットワーク株式会社では、LINE 公式アカウントによ
るメッセージ配信サービスを開始しました。
LINE でお友だち登録をして、エリア登録をすると停電発生時・解
消時に停電情報が送られてきます。ぜひ、ご利用ください。
◆問合せ 北海道電力ネットワーク株式会社
浜頓別ネットワークセンター
℡０１２０－０６０－１４０

◆対 象
◆内 容

こ紐（使用していない親子さんは不要です。
）
◆その他

裸足で行います。動きやすい服装で参加してください。

◆定

１０組（定員になり次第締め切らせて頂きます）

員

◆締切り

９月１４日（火）までにお申込みください。

道税及び市町村税に係る全道統一的な
滞納整理を実施します
道と市町村は、道税及び市町村税の収入確保を図るため、９月に
個人住民税を含む市町村税の滞納事案について、差押予告や財産調
査を実施し、各種財産の差押えなど、滞納処分を強化します。
納税がお済みでない方は早急に納税されますようお願いします。
◆問合せ
宗谷総合振興局税務課 ℡０１６２－３３－２５１９（道税）
役場住民課税務係
℡２－２５４９
（町税）

地元のお店でお買い物！ 地域の活性化につなげよう！！
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行事予定
月

（８月２５日～９月９日）
場
所
時
間
こども園多目的ホール 10:30～11:30
13:00～15:30

日

行
事
なかよし広場
8/25（水）
産後ケア事業
シニア木曜学校
福祉センター
8/26（木）
（健康トレーニング）
地域安全・暴力追放 浜頓別町パークゴ
8/29（日）
パークゴルフ大会 ルフ場
8/30（月）マタニティエクササイズ ほけんセンター
8/31（火）献血
町内各所
ほけんセンター
乳児相談
福祉センター
9/22（木）シニア木曜学校
（健康トレーニング）
9/23（金）こころの健康づくり講座 ほけんセンター
第 50 回町民ソフ
浜頓別町運動公園
9/35（日）
トボール大会
なかよし広場
アメニティ公園
9/36（月）
訪問リハビリ相談
9/27（火）巡回児童相談
ほけんセンター
9/28（水）巡回児童相談
ほけんセンター
ほけんセンター
巡回健康相談
（斜内・豊浜地区）
9/29（木）
福祉センター
シニア木曜学校
（リズム体操）

13:30～15:00
19:00～
13:00～16:00
18:45～17:00
10:00～15:00
13:30～15:00
14:30～16:00
18:45～
10:00～11:00
10:00～16:00
10:30～16:00
19:00～15:00
10:00～15:00
13:30～15:00

菅原町長の動向【８月２５日～９月１０日】
9 月１1 日（水）～22 日（木） 北海道町村会常任委員会（札幌市）
※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。

議会のうごき
９月２日（木）

議会運営委員会
産業教育常任委員会

議会を傍聴しませんか
第３回浜頓別町議会定例会が９月９日（木）から開催される予定
です。
議員が町の仕事について、考え方や疑問をただす一般質問など、
皆さんの生活にかかわる身近な事柄が話し合われます。どなたでも
議会を傍聴することができます。ぜひ、おいでください。
なお、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、傍聴の際にはマ
スクの着用、手洗い・アルコール消毒、咳エチケットの徹底をお願
いします。
また、ソーシャルディスタンス確保のため、一部傍聴席の利用を
制限させていただきます。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２－２３４７
電話番号

役場２−２３４５

町立図書館からのお知らせ

９月旭川医大出張診療日

多目的アリーナ２−４６６６

９月 ２日（木） 板橋医師（一日診療）
１２月３日（金） 板橋医師（一日診療）
９月１６日（木） 片山医師（一日診療）
１２１７日（金） 片山医師（一日診療）
整 形 外 科 ９月 ２日（木） 佐々木医師（一日診療・予約制）
３０日（木） 柴田医師（一日診療・予約制）
眼
科 ９月 ８日（水） 高橋医師（午前診療・予約制）
１２２２日（水） 大野医師（午前診療・予約制）
小 児 科 ９月１７日（金） 岡本医師（午前診療・午前１０時３０分まで）
●出張診療の日程及び医師については、変更になる場合があります。
変更後の日程などについては、次回広報でお知らせします。また、
病院ホームページにおいて、出張診療の日程を、お知らせしてい
ますのでご確認ください。
※整形外科及び眼科は、予約制ですのでお早めに予約願います。
※保険証は、受診の際または月１回必ず受付に提出してください
産婦人科

国保病院からのお知らせ
新型コロナワクチン接種のため、下記の午後の診療（外科・内科）
は休診となります。
◆休診日 ８月２７日（金）
岡田院長が９月１３日（月）～１７日（金）まで不在となります。
不在の期間は代替医師により診療を行います。
９月１３日（月）
山口医師（一日診療）
９月１４日（火）
山口医師（午前診療・夜間診療）
９月１５日（水）
山口医師（一日診療）
９月１６日（木）
山口医師（一日診療）
９月１７日（金）
山口医師（一日診療）
◆問合せ 町国保病院 ℡２－２２０３

８月の無料法律相談

—９月の特集展示—
・海外小説 特集（１階展示）
映画化された作品や賞を獲った外国人作家の小説（道立図書館借受本）
・占い・心理テスト 特集（１階展示）
大人から子どもまで楽しめる占い・心理テスト、家族やお友達とやっ
てみませんか？（道立図書館借受本）
・育児お助け本 特集（２階展示）
こんな時どうしてる？笑える育児コミックエッセイから Howto 本大
集合！！
・日本・世界の昔ばなし 特集（２階展示）
普段なかなか読むことのない昔ばなし。昔ばなしには色々な教訓が描
かれていた！？小学生の読み物にもぴったりですよ♪

★図書の返却について
図書館の休館日や閉館時間に図書を返却する場合は、多目的アリ
ーナ（午前９時～午後９時まで）に設置している返却ボックスをご
利用ください。なお、多目的アリーナの休館日でも、午前９時～午
後５時までの間は多目的アリーナ入り口を開けていますので返却ボ
ックスをご利用いただけます。

車両交通規制のお知らせ
工事に伴う車両交通規制をお知らせします。
町道頓別原野幹線を下記の期間通行止めとします。
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運転者、歩行される方は十分に注意願いま
す。
◆工事情報
工
事
名：一般国道２３８号 浜頓別町 頓別舗装工事
工 事 内 容：交差点改良工事
交 通 規 制：車両通行止め
発
注
者：稚内開発建設部 浜頓別道路事務所
請 負 業 者：丹羽建設株式会社 ℡２－２１３４
交通規制期間：令和３年８月下旬から令和３年９月下旬 まで

弁護士不在市町村の住民の需要に応えるため、弁護士による無料
法律相談を実施します。
実際に法律の問題を抱えられている方はもちろん、まだ法律問題
にはなっていなくとも心配事がある場合には、お気軽に弁護士の相
談をご利用ください。
◆日
時 8 月３1 日（火）午後１時３０分～４時 ※１人３０分
◆場

所

役場１F 町民相談室

法律相談全般
借金問題・離婚問題・相続に関する問題・交通事故・
労災・刑事事件・悪徳商法・ご近所トラブル・賃貸借
（土地・アパート・マンションなど）・その他
◆相 談 料 無料
◆8月の担当弁護士 名寄ひまわり基金法律事務所 菊地 顕太 弁護士
◆予約・問合せ ８月３０日（月）午前中までに役場総務課総務係
◆相談内容

◆問合せ

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

稚内開発建設部

浜頓別道路事務所

発行

浜頓別町役場

℡２－２１７３
編集 総務課

