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第４５回クッチャロ湖湖水まつり
◆日 時 ７月１３日（日） 午前１１時〜
◆場 所 クッチャロ湖畔
◆プログラム
１１：００〜
開会
１１：００〜
キャラクターショー（１回目）
１２：００〜
ブラスバンド演奏（浜中・浜高）
１３：００〜
ブラスバンド演奏（名寄駐屯地音楽隊）
１３：３０〜
水上丸太渡りレース・湖水宝さがし
１５：４０〜
よさこいソーラン演舞
１６：４０〜
キャラクターショー（２回目）
１８：００〜
浜頓別太鼓「響」演奏
１８：３０〜
聖火祭
１９：００〜
よさこい総おどり
２０：００〜
花火大会
※クッチャロ湖でのカヌー体験（午前１１時〜午
後１時）や砂金堀り体験コーナー（午前１１時
〜午後４時）も予定しております。
※各時間については、変更となる場合があります。
※雨天の場合は正午から多目的アリーナでキャラクターショー・
ブラスバンド演奏・宝さがし・太鼓演奏・よさこいソーラン演
舞を行う予定です。
◆問合せ クッチャロ湖湖水まつり実行委員会事務局（役場産業振
興課商工観光係）℡２−２３４５（内線２２３）

消防署からのお知らせ
●第２回危険物取扱者試験
◆受 付 ７月１６日（水）まで
◆試験日 ８月２４日（日）
◆試験地 札幌市・旭川市ほか
◆手数料 ・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
・丙種２，７００円
●第２回消防設備士試験
◆受 付 ７月１６日（水）まで
◆試験日 ８月２４日（日）
◆試験地 札幌市・旭川市ほか
◆手数料 ・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
☆申込み 浜頓別消防支署にある申請書で申込みください。
浜頓別消防支署予防係 ℡２−２１１９

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

かつてのゴールドラッシュをしのび、ウソタンナイ砂金採掘公園
で開催されます。砂金地の史跡を巡るカルチャースクールや一攫千
金を夢みる宝探しと、砂金掘りの速さと正確さを競う砂金掘り大会
を行います。
◆日 時 ８月９日（土）・１０日（日）
◆場 所 ウソタンナイ砂金採掘公園
◆主 催 ウソタン砂金フェスティバル実行委員会
◆砂金掘り大会エントリー料（８月１０日）
①小学生の部････････････････････････････５００円
②中学生の部････････････････････････････５００円
③シニアの部（６０歳以上）･･････････１，０００円
④一般女子の部･･････････････････････１，０００円
⑤一般男子の部･･････････････････････１，０００円
⑥オープンチーム（１チーム３名）････３，０００円
◆参加人数 チーム戦を除く各クラスの定員は４０名とします。なお、
各クラスにおいて２０名を超えた場合は、予選会を実施
します。
◆申込み ８月８日（金）までに実行委員会事務局（役場産業振興課商
工観光係）に申込みください。℡２−２３４５（内線２２３）
※各クラス定員に満たない場合は当日も参加を受け付けます。

各認定証の更新・申請のお知らせ
それぞれの認定証について平成２０年度分の更新・申請手続きを受
付けております。更新・申請手続きを行う方は、役場保健福祉課国保
係まで印鑑を持参の上、お越しください。
☆国民健康保険標準負担額減額認定証☆
☆国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証☆
☆国民健康保険限度額適用認定証☆
○１食当たりの食事療養標準負担額○
一般世帯の人
２６０円
過去１年の入院期間が
２１０円
住民税非課税世帯の方 ９０日までの方
（区分Ⅱ）
過去１年の入院期間が
１６０円
９１日以上の方
住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない
１００円
方（７０歳以上）（区分Ⅰ）
◆問合せ 役場保健福祉課国保係 ℡２−２３４５（内線４０５）

第６回新さっぽろ砂金掘り大会を開催します
◆日 時
◆場 所
◆問合せ

７月２０日（日）午前９時３０分〜
新さっぽろサンピアザ お祭り広場
町観光協会（役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線２２３）

温泉揚湯装置故障のお詫びと復旧のお知らせ
６月２８日に温泉揚湯装置が故障し、皆様には大変ご迷惑をおか
けしました。今回の故障は、電気系統の故障と見られ、電源ケーブ
ルの交換に当たりましたが、揚湯装置を引き揚げたところ、その関
連機器も故障しており、復旧に時間を要しました。７日夕方に揚湯
を再開し、９日から各施設に供給できるものとなりましたが、この
間、皆様に大変ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。
なお、この復旧により、白鳥公園に整備した足湯も利用できるも
のとなりました。皆様のご利用をお待ちしております。
◆問合せ 役場産業振興課 ℡２−２３４５

国保病院からのお知らせ
７月旭川医大出張診療で、整形外科医師が決まりましたのでお知
らせします。
◆整形外科 ７月２３日 三好医師（一日診療）
中頓別町国保病院

神経内科外来のお知らせ
中頓別町国保病院神経内科外来について、今年度の日程が決まり
ましたので、お知らせします。診療に当たるのは、旭川医科大学第
１内科（神経内科）片山隆行先生です。
◆対象疾患・症状
・認知症・脳梗塞・脳出血・脳炎・多発性硬化症・頚椎症・パーキ
ンソン病・てんかん・頭痛・脊髄小脳変性症・本態性振戦等
・頭痛・めまい・しびれ・物忘れ・けいれん・ふるえ・まぶたが下
がる・ろれつがまわらない・手や足の力がなくなった・歩きにく
くなった等
※すでに診断を受けている方については、診断名や内服状況のわか
る医師の紹介状が必要です。
◆開設予定日 ８月２６日（火）、１０月２８日（火）
、１２月１６日（火）
平成２１年２月２４日（火）
◆場
所 中頓別町国保病院
◆受付時間 午後１時〜４時３０分
◆予 約 先 中頓別町国保病院 ℡６−１１３１
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０７）

７月２２日（火）〜３１日（木）

夏の交通安全運動期間が実施されます
子どもたちも夏休みに入り、外出の機会が増え、
車の運転をする機会や交通量が増えます。疲れや暑
さから注意力が低下し、交通事故が起こりやすい状
態になります。
楽しい夏を過ごすためにも交通ルールとマナー
を守り「交通事故ゼロ」を目指しましょう。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）
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第２面
乳がん・子宮がん検診のお知らせ

行事予定
月

日

行

事

７/11（金）マタニティ学級Ⅰ−④
７/12（土）町民健康講座
７/15（火）はくちょうサークル
７/17（木）離乳食教室
７/18（金）リハビリ教室
７/25（金）乳児健診

廣瀬町長の動向

【７月１０日〜７月２７日】
場
所
時
間
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

13:15〜16:00
13:00〜15:00
10:00〜12:00
10:00〜13:00
９:00〜17:00
12:30〜14:00

【７月１０日〜７月２７日】

７月１３日（日） 出張（旭川市）
１４日（月） 出張（稚内市）
１９日（土）〜２０日（日） 出張（札幌市）
２２日（火）〜２４日（木） 出張（札幌市）
２７日（日）〜３１日（木） 出張（札幌市・旭川市・東京都）

夏休み教室のお知らせ
【海浜教室】
◆日

時

７月２５日（金）午前４時５０分までに集合
※天候が悪い場合は、２６日（土）、２８日（月）、２９
日（火）、３０日（水）に順延します。
◆場 所 頓別沖（集合・解散は荷捌き場前）
◆対 象 小学校４年生〜６年生・中学生（親子でも可）
※興味のある町民の方は問合せください。
◆募集人数 １５名
◆持ち物 雨具、暖かい服装、釣り道具（さお、しかけなど）
◆内 容 ホタテ漁の見学（事前説明）、船釣り
◆その他
・船は山本賢一さんに協力をいただきます。
・見学内容は、ホタテ操業の様子とする。
・天候が不順な場合は、前日の午後５時までに連絡します。
・集合場所までの交通手段のない児童、生徒については各自対応
してください。

【陶芸体験教室】
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆募集人数
◆参加料
◆講 師
◆持ち物
◆その他
☆申込み

７月３１日（木）午前１０時〜１１時３０分
浜頓別中学校美術室
小学校４年生〜６年生・中学生（親子でも可）
２０名（親子でも可）
５００円（材料費）※当日徴収します。
遊土里釜 窯元 宮崎 民雄 氏
上靴、古新聞、作業のしやすい服装
電動ロクロでも体験できます。
７月１８日（金）までに町教育委員会社会教育係に申込
みください。℡２−４６６６
※申込み多数の場合は抽選とし、５人以下の場合は中止
とします。

〜２年に１度の検診を利用して、健やかに過ごしましょう〜
◆日

時

８月１０日（日）
午前の部 ８時３０分〜９時、９時３０分〜１０時、
１０時３０分〜１１時
午後の部 １時〜１時３０分、２時〜２時３０分、
３時〜３時３０分
※予約制のため、希望受付時間をお知らせください。
◆場 所 ほけんセンター
◆乳がん検診（医師による視触診、問診、マンモグラフィ）
・対 象 ４０歳以上の町民の方
・料 金 ５０歳未満…２，０００円
５０歳以上…１，７００円（７０歳以上無料）
・定 員 各受付時間に７〜８名
※必要に応じて当日、精密検査があります。
（費用は保険診療扱いになります）
※予約で一杯になった場合はキャンセル待ちとなります。
◆子宮がん検診（子宮頸部細胞診、超音波検査）
・対 象 ２０歳以上の町民の方
・料 金 １，７００円（７０歳以上の方は無料）
・定 員 各受付時間に１２〜１３名
◆申込み ７月２５日（金）までに、役場保健福祉課保健係に申込
みください。℡２−２３４５（内線４０８）
※２年に１度の検診となったため、昨年度（平成１９年
８月・平成２０年２月）に受診された方は対象となり
ませんのでご了承ください。
≪注意事項≫
※子宮がん検診（頚部がん、体部がん）に限って、町立病院でも受診
できます。更年期で気になる症状がある方、ほけんセンターの検
診日に都合が悪い方は、毎月行っている産婦人科診療日に合わせ
ての検診をお勧めします。
希望の方には受診券を交付していますので、役場保健福祉課保健
係に問合せください。

喉頭がん・甲状腺がん・耳鼻咽喉科検診のお知らせ
◆日

時

７月２８日（月）受付…午前９時３０分〜
検診…午前１０時〜１１時
ほけんセンター多目的ホール

◆場 所
◆対 象
・喉頭がん・甲状腺がん検診
声のかすれ、首のしこりが不安な方
・耳鼻咽喉科検診
鼻水、鼻閉、舌、口腔、耳痛、難聴等が気になっている方
（お子様も利用できます）
◆検診機関 吉田病院（名寄市）
◆料 金 無料
◆申込み ７月２３日（水）までに、役場保健福祉課保健係に申込
みください。℡２−２３４５（内線４０８）

青空童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

７月１２日（土）午後２時〜
アメニティ公園 ※雨天の場合は図書館視聴覚室
絵 本「ふくろうのそめものや」
「ねえおはなししてよ」
大型紙芝居「きんたろう」
ゲーム「カーレース」

工事にご協力ください
①宇曽丹３号線道路改良工事
◆工
期 １１月２７日まで
◆交通規制 車両通行止め
◆施
工 （株）南波組
②常盤宇曽丹線防雪柵設置工事
◆工
期 １１月２９日まで
◆交通規制 片側交互通行
◆施
工 中田建設（株）
③汚水２号幹線枝線管渠新設工事
◆工
期 １０月２８日まで
◆交通規制 片側交互通行
◆施
工 宮脇産業（株）

