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スタンプラリー対象イベント

お得な！

クッチャロ湖白鳥フェスタ２００９
浜頓別町職員募集のお知らせ
介護支援専門員（１名）
◆勤務場所 浜頓別町国民健康保険病院 介護相談室
◆応募資格（次の①〜③までの条件を全て満たしている方）
①年齢５０歳未満の方
②介護支援専門員資格を有している方で実務経験のある方、若し
くは更新研修受講済みの方
③普通自動車運転免許を有している方
◆身
分 町職員
◆採用年月日 平成２１年６月１日
◆提出書類 履歴書・健康診断書・介護支援専門員証の写し
◆申 込 み ５月１３日（水）までに提出書類を町国民健康保険病
院事務局に提出してください。℡２−２２０３
浜頓別町旭ケ丘３丁目３番地

５月１日（金） アメニティ公園オープン！
みんなが気持ちよく集える公園にするためには、「ゴミ」や「犬の
糞」をきちんと持ち帰るなど、一人ひとりの心がけが大事です。ご
協力をお願いします。
・園路と大型遊具、トイレを開放しますが、園路の一部には雪が残
っていますので通行にはご注意願います。
・遊具で遊ぶ時には、ルールを必ず守り、ケガをしないように注意
しましょう。
・ちょっとした火遊びでも、大変な火事につながります。絶対にや
めましょう。
・公園内の施設（遊具等）に不具合な点が見受けられた時には、近
づかずに役場建設課土木係に連絡してください。
◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２−２３４５（内線１３４）

ベニヤ原生花園展望塔を開放します
ベニヤ原生花園展望塔を４月２５日（土）午前９時から開放します。
◆利用時間 午前９時〜午後５時
◆問 合 せ 役場産業振興課商工観光係
℡２−２３４５（内線２２３・１２８）

老人いきがい農園の受付を開始します
◆場 所
◆期 間
◆使用料
◆申込み

電話番号

旧老人憩の家の裏（クッチャロ湖畔）
５月〜１１月
１区画につき年間１，０００円
役場保健福祉課福祉係
℡２−２３４５（内線４０１）
※定数の２２区画になりしだい締め切ります。
役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

◆日
時 ５月３日（日）〜４日（月） 午前１０時〜午後１時３０分
◆場
所 クッチャロ湖畔特設会場
◆内
容
☆浜頓別の味覚コーナー
・毛がに汁
１杯２００円（売り切れ次第終了）
☆給餌体験及び白鳥自然解説
湖で白鳥への給餌体験を行います。また、係員が白鳥の生態及
び浜頓別町の自然を解説します。
☆水鳥観察館では、白鳥名づけ親募集、白鳥折り紙・クラフトコ
ーナー・白鳥絵画コンテスト作品展示をしています。
◆問 合 せ 白鳥フェスタ２００９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・１２８）

第１５回町民植樹祭のお知らせ
今年も次の日程で、町民植樹祭を行います。多くの町民の皆さん
の参加をお待ちしています。
◆日 時 ５月１６日（土）午前１０時３０分〜
※午前１０時３０分に役場前からバスが出ます。
◆場 所 浜頓別町クッチャロ湖畔町有地
◆植樹木 ミズナラ・アカエゾマツなど
◆その他 ・移動にはバスを用意しますので、参加される方は午前
１０時３０分までに役場前に集合してください。
・スコップ等は町が用意します。長靴・軍手などは各自
で用意してください。
◆申込み ５月１３日（水）までに、役場産業振興課水産林務係に
申込みください。℡２−２３４５（内線１２６）

ウソタンナイ砂金採掘公園
仮オープンのお知らせ
ゴールデンウイーク期間中（５月３日〜５日）、ウソタンナイ砂金
採掘公園を仮オープンします。
《仮オープン期間はスタンプラリーの対象となります》
◆時 間 午前９時３０分〜午後４時３０分
◆問合せ 町観光協会（役場産業振興課商工観光係）
℡２−２３４５（内線２２３）

クマ出没注意！！
ヒグマの目撃情報が寄せられています。これからは、
クマが冬眠を終え、活動を始める時期です。事故を防ぐ
ため、出没箇所や出没を知らせる看板がある場所への出
入りは避けましょう
◆出没箇所 道道豊富浜頓別線、宇曽丹・宇津内・豊寒別地区
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係 ℡２−２３４５（内線１２６）

プレミアム付商品券販売！！
１セット

６，０００円（１，０００円の商品券６枚）を

５，０００円にて販売
２割（２０％）お得な、お買物♪
お得となる２割分は浜頓別町（国の臨時交付金）の協力を得まし
た。これにより、消費拡大と地域経済の活性化が図られます。
◆販売セット １セット５，０００円（１，０００円の商品券が６枚）
◆販売対象 浜頓別町民に世帯単位で販売
◆販売限度 １世帯６セット（３０，０００円）を限度
☆３６，０００円分の商品券☆
◆使用期限 ９月３０日まで
◆販売日・場所
４月３０日（木）まで 午前１０時〜午後３時
浜頓別町商工会窓口（南１条３丁目）※土・日、祝日を除く
◆販売セット数
１０，０００セットが売切れ次第、終了とさせていただきます。
◆購入方法
町からの定額給付金の関係書類（平成２１年３月６日付）に同封
されていました、商品券の《購入券》を提示し、ご購入ください。
なお、商品券の《購入券》をなくされた方は、購入時にお申し出
ください。
◆問 合 せ 浜頓別町商工会 ℡２−２３６９

平成２１年度

浜頓 別町 健 康回 復 セミ ナー 事 業の お知 ら せ
◆日

時

５月２８日（木）

◆種
◆場
◆対

目
所
象

歪み改善運動
ほけんセンター
・１８歳以上の町民 ※定員なし
・健診で運動を勧められている方、運動習慣のない方、
これから運動を始めたい方
㈱北海道中央研究所職員
（水夢館インストラクター）
無料
タオル、飲料水、運動靴、その他必要と思わ
れる物
５月１５日（金）までに、申込みしてください。申込み
は随時受付けています。
役場保健福祉課保健係
℡２−２３４５（内線４０７）
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
このセミナーは１年を通して毎月１〜２回程度行われ、
歪み改善運動・簡単エアロ・健康ストレッチ・ヨガ・パ
ンチ＆キック・健美体操を行っていきます。

◆指導者
◆受講料
◆持ち物
◆申込み

◆その他

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

午後１時３０分〜３時
午後７時〜８時３０分

浜頓別町役場
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第２面
４月２６日（日）午後１時〜

行事予定
月

日

行

事

５/３（日）白鳥フェスタ（〜４日）
５/８（金）乳児相談

【４月２５日〜５月１２日】
場
所
時
間
クッチャロ湖畔
ほけんセンター

10:00〜13:30
10:00〜15:00

５月旭川医大出張診療日
産婦人科

５月１３日 柳沼医師（午後診療）
１４日 柳沼医師（一日診療）
１５日 柳沼医師（午前診療）
２８日 片山医師（一日診療）
２９日 片山医師（一日診療）
整形外科
５月１３日 医師未定（一日診療・予約制）
２７日 医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
５月１３日 長岡医師（午前診療・予約制）
２７日 花田医師（午前診療・予約制）
小 児 科
５月２９日 医師未定（午前診療）
●出張診療の日程は、変更になる場合があります。
変更後の日程は、次回広報にてお知らせします。
●整形外科及び眼科の予約はお早めに。
●保険証は受診の際、または月１回必ず提示願います。

浜頓別消防団春季消防演習のお知らせ
◆日
◆場

時
所

５月１７日（日）午前８時３５分〜正午
①通常点検 アメニティ公園（テニスコート）
②模擬演習 浜頓別町南１条通（１〜３丁目）
◆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３０分から正午の間で１回
（近火サイレン）
◆問合せ 南宗谷消防組合浜頓別支署警防係 ℡２−２１１９

こころの健康相談の実施について
宗谷保健福祉事務所（稚内保健所）では、市立
稚内病院精神科医師による専門相談を次の日程
で実施します。
相談希望の方は事前に予約が必要ですので、宗
谷保健福祉事務所浜頓別支所または役場保健福
祉課保健係までご連絡ください。
◆日 程 ５月２０日（水）、８月５日（水）、１１月４日（水）
◆場 所 南宗谷地区で巡回相談
◆問合せ 宗谷保健福祉事務所浜頓別支所 ℡２−０１９０
役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

パークゴルフ場オープンのお知らせ
◆開放施設

◆開放時間

浜頓別パークゴルフ場・白鳥公園パークゴルフ場
下頓別パークゴルフ場
※残雪状況により延期する場合があります。
午前５時から日没まで
（クラブハウスは午前９時〜午後５時）

◆使用料
施 設 名
一日券
シーズン券 レンタル用具
浜頓別パークゴルフ場
３００円 ６，０００円
２００円
白鳥公園パークゴルフ場
◆券の販売
券の種類
券売先
券売時間
クラブハウス
9:00〜17:00
ウイング
5:00〜18:00
一日券
多目的アリーナ
17:00〜日没（21:00 迄）
青少年会館
シーズン券
多目的アリーナ
8:30〜17:30
◆レンタル用具貸出
貸出場所
貸出時間
備
考
8:30〜18:00
最終返却時刻 18:50
多目的アリーナ
休館日は 8:30〜16:30
休館日は 17:30
15:00〜18:00
最終返却時刻 18:50
青少年会館
休館日は貸出していません
◆問合せ 町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

ラジ オ体 操 ＆ウ ォ ーキ ング 開 始の お知 ら せ
◆期

間

◆場 所
◆問合せ

５月７日（木）〜１０月１０日（土）
午前６時３０分 ※雨天時中止
アメニティ公園内テニスコート
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６

不法投棄の防止について
最近、ごみの不法投棄が発生しています。ごみの不法投棄で地域
住民の方も不快な思いをしています。
不法投棄には厳しい罰則が設けられていますので絶対にやめまし
ょう。
○不法投棄に関する罰則（法第２５条）
一般廃棄物…５年以下の懲役又は、１，０００万円以下の罰金、又
はこれを併科
産業廃棄物…５年以下の懲役又は、１，０００万円以下の罰金、又
はこれを併科
違反行為を罰する他、その法人には１億円以下の罰金（法第３２条）
◆問合せ

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

役場住民課環境生活係

資源 ごみ の 分別 に ご協 力く だ さい
浜頓別町の資源ごみは、資源物ストックヤードのリサイクル機器に
て圧縮、梱包作業後、出荷のため保管しておき
ます。
しかし、この資源ごみの中に生ごみ等の異物
や別品目の物が混入していると、選別作業に時
間がかかるばかりか、引き取り作業に出荷でき
なくなる可能性も出てきます。中にはすすぎ洗
いされていない物が多く含まれており、選別に多くの時間を費やす
状況となっております。
こういった理由から資源ごみについては、各品目別に資源物指定
袋を使用し、すすいでも汚れを取り除けない廃プラスチック等につ
いては燃やせるごみに入れて出してください。
ごみを排出される際は正しい分別を心がけましょう。
◆問 合 せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

平成２１年度交通事故巡回相談を実施します
平成２１年度の交通事故巡回相談が次の日程で行われます。交通
事故で困っている方々のご相談を専門の相談員が受けています。予
約制ですので、ご希望の方は開催日３日前までに役場住民課環境生
活係に連絡してください。なお、相談料は無料です。
◆日 時 ７月１日（水）、１１月４日（水）、３月３日（水）
◆場 所 稚内市役所
◆問合せ 役場住民課環境生活係 ℡２−２３４５（内線１１３）

枝幸職業相談室の開設日のお知らせ
枝幸職業相談室には、職業相談員が常駐し、職業相談・職業紹介
業務、雇用情報の提供等を行っています。また、雇用保険給付関係
業務につきましては、定期的にハローワーク稚内から職員が訪問し、
業務の取扱を行います。
６月の職業相談室の開設日、雇用保険給付関係業務取扱日は、次
のとおりとなりますので、引き続きご利用くださるようお願いいた
します。
◆枝幸職業相談室開設日 毎週水・木・金曜日（祝日は除く）
午前９時〜午後５時
◆雇用保険給付業務取扱日 ６月４日（木）
午前９時〜正午
◆問合せ ハローワーク稚内（公共職業安定所）
〒０９７−８６０９ 稚内市末広４丁目１番２５号
℡０１６２−３４−１１２０

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！

℡２−２３４５（内線１１３）

〜レジ袋の削減は地球にやさしい活動です。買い物の際にはマイバックを持参し、『レジ袋いりません』のひと言を〜

第３面

幼稚園開放のお知らせ
浜頓別幼稚園への理解と施設の活用を図るため幼稚園の開放を行っています。
今年度も次のように園舎開放をしますが、都合により他の曜日に変更となることが
ありますのでご注意ください。
◆対象者 小学校入学前の乳幼児とその保護者（未就園児…０歳児〜５歳児）
◆園舎内
☆開放日時
５/１４(木)、５/２８(木)、６/１１(木)、７/９(木)、８/６(木)、８/２０(木)、
９/３(木)、９/１０(木)、１０/２９(木)、１１/５(木)、１１/１９(木)、
１２/１０(木)、平成２２年…１/７(木)、１/１４（木）
午前９時〜１０時４５分
☆内
容 幼稚園児との交流、集団遊び、リズム遊び、
絵本、紙芝居、エプロンシアター、ゲーム、
製作等
☆そ の 他 必ず保護者が同伴し、親子分の上靴を持参して
ください。
◆園舎外（園地内）
☆期 間 ６月１日（月）〜１０月２８日（金）までの火〜金曜日
☆時 間 午後１時〜４時
☆内 容 園庭や遊具を園児と仲良くご使用ください
◆体験入園（平成１５年４月２日生まれ〜平成２０年４月１日生まれ）
・１１月２７日（金） 午前９時〜１１時３０分（幼稚園に入園していない幼児）
・１２月１７日（木） 午前９時〜午後１時（幼稚園教育についての説明含む）
◆一日入園（平成２２年度幼稚園入園決定幼児）
平成２２年１月２８日（木） 午前９時〜１１時３０分
◆その他
①入園を希望される方は、随時受け入れています。（満３・３・４・５歳児）
※満３歳児入園は誕生日から入園ができます。
②育児について、どんなことでも結構ですのでご相談ください。
③事故等についての責任は、保護者の責任の下でお願いいたします。
◆問合せ 浜頓別幼稚園 ℡２−３２３１

行政相談委員が委嘱されました
行政相談は、国や特殊法人等の業務全般において国民の苦情や意見・要望を受け付
け、公正・中立の立場から関係行政機関等に必要なあっせんを行い、その解決や実現
の促進を図るとともに、国民の声を行政の制度及び運営の改善に生かすものです。
◆行 政 相 談 委 員 阿部 富夫 氏
浜頓別町北３条２丁目 ℡２−３１０６
☆随時相談に応じています。
◆委 嘱 期 間 ４月１日〜平成２３年３月３１日

