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第１４０４号

盆踊りで楽しいひとときを！

看 護 師 募 集 中

納涼盆おどりのお知らせ
◆日

国保病院からのお知らせ

臨時職員を募集します
◆募集人数
◆勤務場所
◆勤務時間
◆業務内容
◆雇用期間
◆賃
金
◆各種保険
◆採用方法
◆提出書類
◆申 込 み

給食調理員 １名
町国民健康保険病院給食科
８時間勤務（変則勤務有）
給食調理及び配膳業務等
採用日〜平成２１年３月３１日
浜頓別町臨時職員取扱要綱による（時給８２０円）
社会保険及び雇用保険等加入あり
面接又は書類選考
履歴書、資格を有する場合は免許証の写し
８月１９日（火）までに、履歴書を浜頓別町国保病院
事務局に提出してください。詳細については、問合せ
ください。℡２−２２０３

上川農業試験場天北支場

臨時職員の募集をします
［臨時研究補助員］
☆募集人数 ２名
☆任用期間 ９月〜平成２１年２月まで（６ヶ月）
☆業務内容 圃場試験、室内実験等の補助的業務
（牧草刈取り、選別、施肥、サンプル調製、実験器具
の洗浄、その他）
☆賃
金 日給 ５，６００円
「臨時主事」
☆募集人数 １名
☆任用期間 ９月〜平成２０年１０月まで（２ヶ月）
☆業務内容 事務補助業務（書類整理、パソコン操作等）
☆賃
金 日給 ６，１２０円
◆勤務時間 午前８時４５分〜午後５時３０分
※土・日曜日、祝日は休み
◆雇用条件 年齢６５歳未満（平成２０年３月３１日現在）
◆申 込 み ８月１９日（火）までに、上川農業試験場天北支場総
務に履歴書を受取りに来てください。℡２−２１１１

公衆浴場「滝の湯」

お盆期間中の休業のお知らせ
８月１６日（土） お盆休み
※上記以外の日については平常どおりの営業と
なります。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）
電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

時

８月１５日（金） 午後６時３０分〜
１６日（土） 午後６時〜
◆場 所 多目的アリーナ駐車場
◆主 催 浜頓別町商工会青年部
◆プログラム
８月１５日（金）
18:30〜 子ども盆おどり（チャンコチャンコ）
※雨天時中止
19:30〜 商工会小売業部会
納涼スーパービンゴ大会・もちまき
※雨天時多目的アリーナ内
８月１６日（土）
18:00〜 子ども盆おどり（チャンコチャンコ）
19:30〜 仮装盆おどり大会
納涼盆おどり（北海盆唄）
20:00〜 浜頓別太鼓の会「響」演奏
20:20〜 仮装盆おどり大会表彰式
20:30〜
青年部の恩返しビンゴ大会
※雨天時多目的アリーナ内
◆問合せ 浜頓別町商工会 ℡２−２３６９

滝の湯入浴料金改定のお知らせ
北海道公衆浴場入浴料の改定に伴い、８月１１日より次のとおり入
浴料を改定します。今後とも多くの方のご利用をお待ちしています。
◆改定料金
一般入浴料金
現 行
改定後
大 人
３９０円
４２０円
中 人
１４０円
据置き
小 人
７０円
高齢者
２００円
回数券入浴料金（１１枚綴）
現 行
改定後
大 人 ３，９００円 ４，２００円
中 人 １，４００円
据置き
小 人
７００円
高齢者 ２，０００円
※改正前に購入した回数券はそのまま使用できます。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

国保病院からのお知らせ
８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 ８月２０日 類家医師（一日診療）

☆年齢・経験等に制限はありません。
☆詳細はお気軽に問合せください。
◆問合せ 町国民健康保険病院事務長
℡２−２２０３

８月は町道民税と
国民健康保険税の納期です！
８月３１日は町道民税と国民健康保険税の第２期の納期限です。
納期内に必ず納めましょう。
何らかの理由により、納期限までに納められない場合は必ず納税
相談をお願いします。
また、町税及び各種使用料等の納付には便利で安心な口座振替を
お勧めします。手続きは通帳と印鑑を持って、町内の金融機関また
は役場住民課税務係までお越しください。
◆問合せ 役場住民課税務係
℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

出納室からのお知らせ
町発行の次の納付書について、役場出納室以外に町内の各金融機
関でも支払いができますのでご利用ください。
なお、支払い手数料は無料となっています。
住宅使用料、上・下水道料、介護保険料、町道民税、国民健康保険
税、固定資産税、軽自動車税、幼稚園使用料、保育料、後期高齢者
医療保険料
◆問合せ

役場出納室

℡２−２３４５（内線１０１）

第２０回夏祭りふれあい広場
各学校の発表、長縄跳び大会、各ＰＴＡによる出店など楽しい企
画が盛りだくさんです。
◆日 時 ８月３１日（日）
午前９時〜午後２時３０分
◆場 所 多目的アリーナ駐車場（雨天時は多目的アリーナ内）
◆日 程
９：００〜 オープニングセレモニー
９：３０〜 学校発表
１０：２０〜 町長杯争奪長縄跳び大会
１１：４０〜 町長杯争奪長縄跳び大会閉会式
１２：００〜 ふれあい広場（出店）
１３：３０〜 最終イベント・閉会式
◆主 催 夏祭りふれあい広場実行委員会
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
（事務局）浜頓別中学校 ℡２−２０５０

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面
クマ出没注意！！

行事予定
月

日

行

事

乳がん・子宮がん検診
ウソタン砂金フェスティバル
８/11（月）乳児相談
８/21（木）はくちょうサークル
８/22（金）３歳児健診
８/10（日）

【８月１０日〜８月２７日】
場
所
時
間
ほけんセンター
ウソタン ナイ砂 金採掘 公園
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

８:30〜15:30
９:00〜14:15
10:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜14:30

７月２５日、下頓別墓地付近、宇曽丹神社付近で、クマの糞・ア
リを食べた跡が発見されました。頻繁にクマが出没していますので、
付近の方は十分に注意されるようお願いいたします。
また、朝・晩のウォーキング、散歩の際は十分注意してください。
クマの出没や被害等情報がありましたら、役場産業振興課まで連
絡してください。

お墓参りされる方へのお願い
お盆も近づきお墓参りの季節がやってきましたが、お墓参り後、お
供え物などをそのまま置いていく方が多く、カラス
やキツネなどに散らかされてしまい、せっかくのお
供え物が、大変粗末になってしまいます。また、今
年は特にクマが頻繁に出没しており、クマが寄りつ
く原因ともなりかねません。
墓地にはゴミステーションを置いていませんので、お墓参りが終わ
りましたら、必ずお供え物や掃除道具は持ち帰られますようご協力を
お願いします。
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

文芸作品を募集します
厳しい大自然の風土の中で、たくましく育ってきた「文芸そうや」
は第３６号の発刊を迎えます。宗谷地方に生き、根づいた文学と創
作活動に意欲を燃やしている皆さんの作品をおよせください。
①郷土の周辺 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙３０枚程度）
②文芸評論 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙３０枚程度）
③小
説 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙４０枚程度）
④随
筆 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙５枚以内）
⑤詩（現代詩） 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙４枚以内）
（漢 詩） 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙４枚以内）
⑥短
歌 自由題（定型） １人５首（４００字詰原稿用紙使用）
⑦俳
句 当季雑詠（定型） １人５句（４００字詰原稿用紙使用）
⑧川
柳 雑
詠 １人５句（４００字詰原稿用紙使用）
⑨児童文学 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙２０枚以内）
⑩体 験 記 自由形式 １人１編（４００字詰原稿用紙２０枚以内）
◆応募方法
＊短歌・俳句・川柳には総括題をつけてください。
＊同一人の応募は３ジャンル以内とします。
＊作品は未発表のものとします。
＊旧かなづかい使用の場合はその旨原稿の欄外に明記してくださ
い。
◆対
象 宗谷管内在住の一般及び高校の生徒、管内にゆかりの
ある方々。
◆申 込 み ９月３０日（火）までに、町教育委員会社会教育係に
申込みください。℡２−４６６６

平成２０年度

バドミントン教室・ルール講習会のお知らせ
◆日

時

９月３日（水）、１０日（水）、１７日（水）
１０月１日（水） 午後７時〜９時
◆場 所 多目的アリーナ
◆対 象 町内在住の住民（高校生以上）で１回目から参加できる方
◆内 容 ルール講習・技術講習
◆持ち物 運動靴（ラケットがない方は貸し出しもします）
◆参加料 ５００円（シャトル代等）
◆主 催 浜頓別町バドミントンクラブ
◆申込み ８月２５日（月）までに、会長（森江）に申込みください。
℡０９０−７５１２−２２５１
◆その他 ・参加者は、開始時刻までに会場へ集合してください。
・主催者は、参加者の負傷などの責任は負わないことと
しますので、スポーツ傷害保険に入ることをお勧めし
ます。加入方法等は相談してください。

平成２０年度自衛官募集のお知らせ

◆問合せ

役場産業振興課水産林務係

℡２−２３４５（内線１２６）

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験のお知らせ
中学校卒業程度認定試験とは、学校教育法第二十三条の規定によ
り、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に
就学させる義務を猶予又は免除された子女等に対し
て、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定す
るために国が行う試験であり、合格した者には高等
学校の入学資格が与えられます。
◆出願期間 ８月２２日（金）〜９月９日（火）
※９月９日（火）の消印有効
◆試 験 日 １１月４日（火）
◆合格発表 １２月１２日（水）発送予定
（数日かかる場合があります）
◆問 合 せ 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第
二係
〒１００−８９５９
東京都千代田区丸の内２−５−１
℡０３−５２５３−４１１１（内線２０２４・２６４３）
北海道教育庁生涯学習推進局生涯学習課
〒０６０−８５４４
札幌市中央区北３条西７丁目
℡０１１−２０４−５７４３（直）

一般曹候補生
☆受験資格 １８歳以上２７歳未満の者
☆受付期間 ８月１日〜９月１０日
☆試 験 日 １次…９月２０日、２次…１０月９日〜１６日
２等陸・海・空士
☆受験資格 １８歳以上２７歳未満の者
☆受付期間 男子…年間を通して受け付けています
女子…８月１日〜９月１０日
☆試 験 日 男子…（大学生・一般）８月３１日・９月１日
（高校生）
９月２９日
女子…９月２９日
防衛大学校
☆受験資格 高卒（見込み）で２１歳未満の者
☆受付期間 ９月８日〜９月３１日
☆試 験 日 １次…１１月１５日・１６日
２次…１２月１６日〜２０日
航空学生
☆受験資格 高卒（見込み）で２１歳未満の者
☆受付期間 ８月１日〜９月１０日
☆試 験 日 １次…９月２３日
２次…１０月１８日〜２３日
３次…１１月１５日〜１２月１２日
看護学生
☆受験資格 高卒（見込み）で２４歳未満の者
☆受付期間 ９月８日〜９月３０日
☆試 験 日 １次…１０月２５日
２次…１１月２２日・２３日
◆問 合 せ 自衛隊旭川地方協力本部枝幸地域事務所
℡０１６３−６２−１５９３

