（速報版）

平成２０年９月１０日発行

第１４０６号

ふるさとまつり in 浜頓別２００８
◆日

平成 20 年度(冬期)除排雪機械運転
臨時職員を募集します
◆採用人員
◆採用期間
◆業務内容
◆募集条件

１５名
１２月１日〜平成２１年３月３１日
除排雪機械運転業務及び凍結防止剤(砂)散布業務
次の①〜③の条件を全て満たしている方
①大型及び大型特殊自動車免許取得者
②車両系建設機械(整地、運搬、積込及び掘削)運転技
能講習終了者
③１２月１日現在で６５歳以下の方
◆申 込 み ９月３０日(火)までに、履歴書(写真不
要)に運転免許証・車両系建設機械運転技
能講習終了証(写し)と６ヶ月以内に受診
した健康診断書を添付して、役場総務課
総務係に申込みください。
◆問合せ先 役場建設課管理係 TEL２−２３４５(内線１３６)

消防署からのお知らせ
【危険物取扱者資格取得試験(乙４)事前講習会】
◆日 時 １０月２１日(火)〜２４日(金)
午後６時〜午後９時(３時間×４日間 合計１２時間)
◆場 所 (社)上川北部地域人材開発センター
名寄市緑丘３０番地１(℡０１６５４−２−２３９３)
◆対象者 １１月９日（日）に実施される危険物取扱者資格取得試験
(乙種４類)を受験する方や受験を考えている方が対象
◆受講料 ６，０００円
※なお、学生並びに上川北部危険物安全協会に所属する
企業の方は５，０００円となります。
◆申込み １０月７日(火)までに、申込書に必要事項を記入し、人
材開発センターまでＦＡＸまたは郵送等により申込みく
ださい。
※講習申込書は、浜頓別消防支署にあります。
【第３回危険物取扱者試験】
◆受 付 ９月２４日(水)〜１０月１日(水)
◆試験日 １１月９日(日)
◆試験地 稚内市・名寄市・紋別市・旭川市ほか
◆手数料 ・甲種５，０００円
・乙種３，４００円
・丙種２，７００円
◆申込み 浜頓別消防支署にある申請書で申し込みください。
浜頓別消防支署予防係 TEL２−２１１９

電話番号

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

時 ９月２８日(日)
※荒天中止
午前９時３０分〜午後２時
◆場 所 頓別漁港
◆内 容 ・浜頓別町、東川町の特産物の展示即売会(売切御免)
・ホタテ釣りゲーム
・釣り船体験試乗
◆問合せ ふるさとまつり実行委員会事務局
役場産業振興課商工観光係
TEL２−２３４５(内線２２３)

国民健康保険被保険者証更新のお知らせ
国民健康保険の被保険者証の更新手続きを行います。現在お持ち
の被保険者証の有効期限は９月３０日（火）までとなっております
ので、必ず手続きを行ってください。更新の際は、世帯全員分の被
保険者証（カード）を持参するようお願いします。
◆日 時 ９月１６日(火)〜９月３０日(火) ※土・日・祝日を除く
午前８時３０分〜午後５時３０分(昼休み中も可)
◆場 所 役場１階保健福祉課国保係窓口
◆持ち物 現在使用している被保険者証とシャチハタ以外の印鑑
◆問合せ 役場保健福祉課国保係 TEL２−２３４５(内線４０５)
被保険者証の更新を行わない場合は、１０月以降使えなくなります
ので、必ず更新されますようお願いします。

エキノコックス症検診のお知らせ
エキノコックス症検診とは、キツネや野ネズミに寄生しているエ
キノコックスという寄生虫に感染していないかを調べるための検診
です。採血（血液検査）だけの簡単な検査で、町民ミニドックの中
で行っています。
◆日 時 １０月２６日（日）、２７日（月）、２８日（火）
午前６時３０分〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ①小学校３年生以上の方
②以前受診したエキノコックス症検診の結果、異常なし
とされた方でその後５年以上検診を受けていない方
※北海道エキノコックス症対策実施要領に準ずる
◆料 金 １９歳以上…２００円 １８歳以下…無料
◆申込み １０月２日（木）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４０７）

看 護 師 募 集 中
☆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

防犯・暴力追放・交通安全
パークゴルフ大会の開催のお知らせ
◆日

時

◆場 所
◆対 象
◆申込み

◆問合せ

９月２１日（日）受
付 午前８時３０分
試合開始 午前９時
浜頓別町パークゴルフ場
町在住の一般成人男女
９月１７日（水）までに、浜頓別町パークゴルフ場クラ
ブハウス内に置かれている申込用紙に必要事項を記入の
上、申込受付箱に入れてください。
※大会当日の施設利用料は自己負担とさせていただきま
すので、各自で券の準備をお願いします。
・パークゴルフ協会事務局 吉野 正夫 氏
℡２−３４１７
・防犯協会事務局（役場住民課環境生活係）
℡２−２３４５（内線１１３）

秋の町民ミニドックのお知らせ
◆日

１０月２６日（日）、２７日（月）、２８日（火）
午前６時３０分〜１１時
◆場 所 ほけんセンター
◆対 象 ３０歳以上の町民
※基本健康診査については内容をご覧ください。
◆内 容
①基本健康診査（※特定健康診査）
（身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、眼底検査、心電図検
査、腹囲測定、診察） ２，１００円
☆対 象 ３０〜３９歳…医療保険にかかわらず全ての町民
４０〜７４歳…国保の方のみ受診可
（その他の医療保険加入者は各保険者に問合せください）
７５歳以上…生活習慣病の治療を受けていない方
☆検査内容は年代にかかわらず同じ項目を実施します。
※特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目し、そ
の該当者及び予備軍の方を判定します。４０〜７４歳の方が
対象です。
②胃がん検診（バリウムを飲んでＸ線撮影） １，３００円
③肺がん検診（胸部Ｘ線撮影） ２００円
④大腸がん検診（便潜血検査・２日分） ５００円
⑤前立腺がん検診（血液検査）…男性のみ ５００円
⑥骨粗しょう症検診（上腕Ｘ線撮影）…女性のみ ７００円
⑦肝炎検診（血液検査） ５００円
…平成２１年３月末に４０〜７０歳でこれまでに検査をしたこ
とがない方
※①〜⑦の健（検）診は自由に選択できます。
※国保加入者で①〜④全て受ける場合は２，１００円
の補助があります。７０歳以上の方は無料です。
◆申込み １０月２日（木）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４０７）

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

時

発行

浜頓別町役場

編集

総務課

第２面

月

日

行

【９月１０日〜９月２７日】
場
所
時
間

事

９/11（木）離乳食教室
９/12（金）敬老会
９/17（水）第３回町議会定例会（〜１８日）
９/24（水）リハビリ教室
９/26（金）１歳６ヶ月児健診

ほけんセンター
福祉センター
役場３階議場
ほけんセンター
ほけんセンター

10:00〜13:00
11:00〜13:00
10:00〜
９:45〜14:30
10:00〜12:00

議会を傍聴してみませんか？
第３回浜頓別町議会定例会が９月１７日（水）から開催されます。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２−２３４５（内線３０１）
目からウロコ！？

おさかな料理講習会のお知らせ
浜頓別町食生活改善協議会では地元で獲れる魚（鮭、カレイ、サ
ンマなど）を使った料理教室を開催します。１匹の魚をさばくとこ
ろから行いますので、さばき方がわからない方はぜひこの機会に参
加してみてください。
◆日 時 １０月９日（木）午前１０時〜午後２時
受付…午前９時４５分
◆場 所 ほけんセンター
◆内 容 鮭の解体デモンストレーション・調理実習・試食
◆メニュー 刺身、鮭のあら汁、サンマの蒲焼きなど
◆持ち物 エプロン、参加費５００円
◆定 員 ２０名
※託児コーナーを用意しますので、希望される方は申込
みの際、お知らせください。
◆申込み ９月３０日（火）までに、食生活改善協議会事務局（役
場保健福祉課保健係）に申込みください。
℡２−２３４５（内線４１４）

なかよし童話会のお知らせ
◆日
◆場
◆内

時
所
容

９月１３日（土） 午後２時〜
図書館視聴覚室
・絵本「おだんごころころ」
「くまのこうちょうせんせい」
・遊び「１本づり！？」

９月１０日は「下水道の日」です
〜やさしさと

自然を結ぶ

国保病院からのお知らせ

地元の食の現場とふれあいませんか？

行事予定

下水道〜

下水道は住民に安全で快適な生活を確保し、河川や湖沼、海など
の水域の水質汚濁防止のための重要な役割を果たすとともに、良好
な水環境を創造するために必要不可欠な生活基盤施設です。

浜頓別町グリーン・ツーリズム
町民モニターツアーのご案内
普段触れることの少ない浜頓別町の グリーン･ツーリズム を町
民の方にも知っていただきたく、町民体験モニターツアーを開催し
ます。この機会に地元の農業とふれあいませんか？
モニターツアーの参加者にはアンケートのご協力をお願いします。
◆日 時 ９月２０日（土）
午前９時３０分役場前集合、午後２時３０分役場前解散
◆参加費 １，２００円（昼食代込み、小学生未満無料）
当日の朝、お支払いください。
◆内 容 【次の３つの施設をまわります】
☆浜頓別町で搾られている生乳から作られるバターの製造工程を
見学します。[よつ葉乳業㈱宗谷工場］
☆こだわりの鶏卵づくりと無農薬野菜づくりを見学します。［ピッ
クファルミ］
☆酪農の話、子牛へのミルクやり、牛の乳搾り、
手作りバター！たくさんの体験をします。そ
して酪農を通して食の大切さを学びます。
［ぶ
んちゃんの里］
☆昼食は、ぶんちゃんの里のビーフカレー、ピ
ックファルミの無農薬野菜を使ったサラダを用意しています。
牛の放牧風景を見ながら役場前へ午後２時３０分頃に戻る予定
となっています。
◆定 員 先着２０名
◆申込み ９月１６日（火）までに、浜頓別町グリーン・ツーリズ
ム推進協議会（事務局…役場産業振興課）に申込みくだ
さい。℡２−２３４５（内線１２３）

９月旭川医大出張診療で、眼科・整形外科・小児科医師が決まり
ましたのでお知らせします。
◆眼
科 ９月１７日 高宮医師（午前・予約制）
◆整形外科 ９月１７日 類家医師（一日・予約制）
◆小 児 科 ９月２６日 長森医師（午前診療）

浜頓別アメニティ公園及び遊歩道の
消灯のお知らせ
９月１５日（月）をもって、浜頓別アメニティ公
園の萌木団地側の緑のゾーンのフットライト及び
ＪＡララックから病院までの水路脇の遊歩道の外
灯及びフットライトを消灯いたします。
◆問合せ 役場建設課土木係、上下水道係
℡２−２３４５（内線１３４・１３８）

９月は固定資産税の納期です！
９月３０日は固定資産税の第３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。
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

文化講演会のお知らせ

役場住民課税務係
℡２−２３４５（内線１１５・１１６）

〜自然保護で飯が食えるか！〜
◆日 時
◆場 所
◆テーマ
◆講 師
◆入場料
◆問合せ

１０月３日（金）午後６時３０分〜８時
ほけんセンター
自然の営みを守ることから地域の豊かさを育む
網走管内斜里町前町長 午来 昌 氏
無料
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

悪質な貸金業者にご注意ください
最近、登録を受けている貸金業者による高金利の被害が相次いで
います。新聞や雑誌に広告が掲載されている業者でも安全とは限り
ません。不当な高金利の契約を迫られたときや、契約書を渡さない
ような業者は利用せず、道庁に相談してください。
◆問合せ 宗谷支庁商工労働観光課 ℡０１６２−３３−２９２５
道庁経済部商工局商工金融課 ℡０１１−２０４−５３４５

第３２回道民芸術祭・第４０回宗谷管内郷土芸術祭
平成 ２０ 年 度宗 谷 管内 俳句 大 会の お知 ら せ
◆日
時
◆場
所
◆募集兼題

１０月２６日（日）午後２時〜
町水鳥観察館
秋季雑詠 ２句
※当日出席者は、席題２句出句し互選します。
◆投句締切日 ９月２０日（土）必着
◆投 句 料 １，０００円（郵便局定額小為替証書可）
◆投句方法 同封の投句用紙に２句と所定の事項を明記の上郵送願
います。投句用紙が不足のときは、お手数ながらコピ
ーをお願いいたします。
◆投 句 先 〒０９８−５７３８
浜頓別町緑ケ丘２丁目１５０番地
高橋 北秋 宛 ℡２−３１７２

