（速報版）

小型家電リサイクルの対面回収のお知らせ
小型家電の対面回収を次の日程で実施します。
◆日 時 ５月２８日（土） 午前１０時～正午
◆場 所 浜頓別町智福２丁目
役場ごみ収集車車庫（農業共済組合の奥）（下記地図参照）
※今回から場所が変わりました。

よつば乳業
農業共済組合

※箱や袋などの梱包から出してお持ちください。
※今回実施する対面回収ではバスターミナルに設置されている回
収ボックスに入らないものや、ボックス回収をしていないパソ
コン本体・ノートパソコンが対象となります。
※パソコン用ディスプレイなどのブラウン管・液晶モニターは回
収できません。各メーカーへ問合せください。
※個人情報は個人の責任で消去してください。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２－２５４９

浜頓別消防団春季消防演習のお知らせ
時
所

第１７１９号

生活支援コーディネーターへ皆さんの声を
お聞かせください！
浜頓別町では、普段皆さんが近所の
方や友人に実践している「ちょっとし
たお手伝い（支え合い）」を町全体に
広げていく取り組みを行っています。
皆さんの「困りごと」や「ちょっと
したお手伝い（支え合い）の活動」を
お聞かせください。困りごとの解決に
向けて一緒に考え、より「住みやすい町」を目指していきます。
◆「困りごと」の例
・最近、ゴミ出しが大変で・・・
・町を走っている「ちょっと乗り」や「いっしょ乗り」のバスの乗
り方がわからない・・・
◆「ちょっとしたお手伝い（支え合い）の活動」の例
・町内会でこんなお手伝いしています！！
・わたしたち、こんな活動ならできます！！

回収場所

◆日
◆場
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５月１５日（日） 午前８時３０分～正午
通常点検 役場庁舎前 午前１０時００分
模擬演習 役場庁舎前 午前１１時３０分（予定）
◆サイレン吹鳴
☆１回目 午前７時３０分 ☆２回目 午前８時
☆模擬演習
・午前１１時２０分～１１時４０分の間で１回（近火サイレン）
・模擬演習時には役場敷地内で消防車がサイレンを鳴らして走
ります。
・役場庁舎で火災が発生したという想定で、消防支署・消防団に
よる一斉放水を行います。
◆問合せ 浜頓別消防支署警防グループ ℡２－２１１９
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底して行います。

小さな困りごとや、町内会での支え合いの情報提供など、お気軽
にご相談・ご連絡ください。
◆問合せ

役場保健福祉課 地域包括支援センター
生活支援コーディネーター 担当髙田 ℡２－２５５１
浜頓別町社会福祉協議会
℡２－２９４１

子育て支援センター事業「異年齢交流」
◆日
◆場
◆対

時
所
象

５月１８日（水）午前１０時 ～１１時
こども園多目的ホール
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 ５歳児の園児と一緒にゲームを行い交流します。
エプロンシアター（早ね早おき朝ごはん）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。

平日フィットネススクール
～短時間で効果的な運動を一緒に楽しみましょう！～
ヨガや筋トレなどの各種教室を毎月実施いたします。初めての
ダイエットや夏に向けてカラダを絞りたい方、脂肪燃焼させたい
方にオススメです。
音楽に合わせたトレーニングなどもございますので、気軽にお
申込みください。
◆日 程
今月の
シェイプアップ

町有財産売払いのお知らせ
町が所有する土地及び建物を一般競争入札で売り払います。
◆売払い財産 土地 頓別８６４番２６ ２６５㎡
頓別３２７５番３ ２０７㎡
建物 旧頓別小学校教職員住宅 頓別１４番
７１．２８㎡
◆入 札 期 日 ５月１９日（木）午前９時～
◆入 札 場 所 役場２階大会議室
◆参 加 資 格 町内の企業、団体、個人で町税及び使用料などを
滞納していない方
◆書類の配布 入札書の用紙は５月１７日（火）まで（土・日・
祝日は除く）役場総務課管財係で配布します。
◆そ の 他 入札会の参加にあたっては印鑑を持参し、入札単
価は万円単位とします。落札の決定は予定価格を
超え、かつ最高入札価格で入
札した方を落札者とします。
◆問 合 せ 役場総務課管財係

５月２７日（金）
６月

３日（金）

午後７時～７時３０分

１７日（金）

今月のヨガ

５月２５日（水）
６月 ８日（水）
２２日（水）

午前１０時～１０時３０分

ウエイト
トレーニング

５月３１日（火）
６月２８日（火）

午後 1 時～１時３０分
午後７時～７時３０分

◆参加費
◆場 所
◆申込み

無料
浜頓別町多目的アリーナ
詳しい内容やお申込みについては、多目的アリーナの
掲示版や下記の QR コードをご確認く
ださい。また、ご不明点等がござい
ましたら多目的アリーナまでお問い
合わせください。
◆問合せ 教育委員会生涯教育係
℡２－４６６６

℡２－２３４５

�牛 乳 を 飲 モ ォ ー ！ � 地 域 の 活 性 化 に つ な げ よ う ！ ！
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行事予定

国保病院から電話再診についてのお知らせ

【５月１０日～５月２８日】
月

日

行

事

場
所
町内各所
こども園

時
間
献血
08：45～17：00
5/10（火）
10：00～11：30
なかよし広場
訪問リハビリ相談
10：00～16：00
5/11（水）
ゆぽさぽサロン
道の駅・交流館 10：00～12：00
乳児相談
ほけんセンター 10：00～15：00
5/12（木）
シニア木曜学校（開講式） 役場２階大会議室 13：30～15：00
5/13（金） 巡回健康相談

共和・安別・仁達内地区 19：30～15：30

5/17（火） 春の町民ミニドック

ほけんセンター 16：30～11：00

5/18（水） 異年齢交流

こども園

10：00～11：00

なかよし広場
多目的アリーナ 10：00～11：30
5/19（木） シニア木曜学校
福祉センター
13：30～15：00
（健康トレーニング）
5/20（金） 乳幼児健診

ほけんセンター 10：00～14：30

5/22（日） 子宮がん・乳がん検診 ほけんセンター 18：30～14：30
5/24（火） 巡回健康相談

頓別地区

19：30～15：30

マタニティ学級Ⅰ-①
ゆぽさぽサロン
はくちょうサークル
5/26（木） シニア木曜学校
（スローエアロビック）

ほけんセンター
道の駅・交流館
ほけんセンター
福祉センター

10：15～12：00
10：00～12：00
10：00～12：00
13：30～15：00

5/25（水）

毎日牛乳をもう１杯！「プラスワンプロジェクト」実施中
酪農を応援するために、乳製品を普段より１つ多く消費しよう！

※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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、当院におい
ても電話再診（処方箋発行）を行っております。
◆対象となる方
当院に慢性疾患（糖尿病、高血圧、高脂血症等）で定期受診され、
主治医が電話での処方に危険性がないと判断した方
◆電話再診の流れ
①診察券、お薬手帳、保険証を準備のうえ、当院（℡２－２２０３）
に電話いただき、
「○○科の定期処方を出してほしい」旨をお伝
えください。
②受付した事務員により、
「受診されている診療科」
「かかりつけの
薬局名」を確認させていただきます。
③主治医が電話再診による処方の可否を確認し、看護師より連絡
し、電話診察を行います。
④電話再診終了後に処方箋を発行し、当院からかかりつけ薬局へ
処方箋をＦＡＸ送信します。
⑤本人またはご家族において、かかりつけ薬局で薬をお受け取り
ください。
◆会計について
通常の診療にかかる費用負担（診察料・処方箋料等）が発生します。
お支払方法は、後日窓口でお支払いいただくか、銀行口座へ振り
込みください。
◆電話再診の受付時間
月～金曜日（祝祭日を除く）午前９時３０分～１１時（時間厳守）
◆問 合 せ 町国保病院 ℡２－２２０３

４００ｍｌ献血にご協力ください
議会のうごき
５月 1２日（木）
５月 1２日（木）
５月 1３日（金）
５月１６日（月）
５月１６日（月）

総務福祉常任委員会
まちづくり特別委員会
産業教育常任委員会
産業教育常任委員会
議会運営委員会

浜頓別町人事異動
【浜頓別町発令】（令和４年５月１日付）
所 属
国民健康
保険病院

電話番号

職

名

看護師

氏
石渡

名
歩

役場２－２３４５

事 務 分 掌 発 令
看護師を命ずる～新規採用～
（国民健康保険病院勤務を命ずる ）

多目的アリーナ２－４６６６

現在、輸血用の血液製剤はすべて皆さんの献血血液で確保され、
尊い生命が救われています。
しかし、医療技術が進んだ現在でも、輸血によって副作用が発生
することが見られることがあります。治療の際に 800ml の輸血を
必要とする場合、200ml 献血では４人分の血液が必要ですが、400ml
献血では２人分の血液で間に合います。
これによって輸血で起こる副作用などを大幅に減少させること
ができ、治療効果の高い、より安全な輸血が期待できます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛や企業の
在宅勤務などにより、献血にご協力いただけ
る方が非常に減少しております。輸血を待つ
患者さんとその家族のため、一人でも多くの
皆さんのご協力をお願いします。
◆問 合 せ 役場保健福祉課健康づくり係
℡２－２５５１

令和４年度調理師試験の実施について
◆試 験 日 時
◆試
験
地
◆受 験 資 格

８月２５日（木）午後１時３０分～４時まで
稚内
高等学校入学試験を有するもので、２年以上調
理業務に従事した者
◆受験願書受付期間 ５月２０日（金）まで
◆受 験 手 数 料 ６，９００円相当の北海道収入証紙
◆受験願書配布先・問合せ
稚内保健所浜頓別地域保健支所 ℡２－０１９０
新型コロナウイルス感染症感染防止対策

みなさまにお願いする３つの行動
①普段から
・三密回避、人との距離確保、マスク着用、手指消毒、換気を徹底
しましょう。
・混雑している場所や感染リスクの高い場所はできる限り避けて
行動しましょう。
・普段会わない方や重症化リスクの高い方と接する際は、基本的な
感染防止対策を更に徹底しましょう。
・他の都府県への移動に際しては、基本的な対策を徹底し、移動先
での感染リスクの高い行動を控えましょう。
②飲食では
・短時間、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用し
ましょう。
・特に大人数や普段会わない方との飲食の際は、より一層徹底しま
しょう。
・北海道飲食店感染防止対策認証店等を利用し、飲食店等の感染防
止対策に協力しましょう。
③感染に不安を感じる時は
・ワクチン接種の有無にかかわらず、検査を受けましょう。
（無症
状の方に限ります。）
・発熱等の症状がある場合は、外出や移動を控え、医療機関を受診
しましょう。

防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施
地震、津波、武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システ
ム（J アラート）を用いた情報伝達試験が実施されます。ご家庭に
設置されている防災行政無線からもテストメッセージが流れます
ので、事前にお知らせします。
◆試験実施日時 ５月１８日（水）午前１１時頃
◆問 合 せ 役場総務課総務係 ℡２－２３４５

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