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第１４２３号
枝幸町国保病院

移動献血車が来町します
◆７月９日（木）
場

宗谷森づくりセンター

臨時職員を募集します
◆募集人数 １名
◆任用期間 平成２１年７月１日（水）〜８月３１日（月）
（６２日）
◆業務内容 森林活用関係事務、パソコンへのデータ入力など
◆賃
金 日給 ６，１２０円
◆勤務時間 午前８時４５分から午後５時３０分まで
（正午〜午後１時まで休憩時間）
※土・日曜日、祝日は休み
◆雇用条件 町内に在住し、健康な方
◆募集期間 ６月１７日（水）〜１８日（木）
※応募者は６月１５日（月）〜１６日（火）の間に宗
谷森づくりセンターに履歴書を受取りに来てくださ
い。
〒０９８−５７２２ 浜頓別町南２条２丁目８番地
℡２−３８２１ FAX２−３８７８

特別養護老人ホーム清風苑

パート介護職員を募集します
☆健康で明るくやる気のある方大歓迎！！☆
◆募集人数

若干名（５０歳くらいまでの方）
※変則勤務のため、詳細につきましては面談の上。
◆給
与 面談の上
◆申 込 み ６月２０日（土）までに、履歴書（写真付）を持参又
は郵送してください。不明な点は、お問合せください。
◆問 合 せ 特別養護老人ホーム清風苑 ℡２−３７３７
〒０９８−５７４１ 浜頓別町旭ケ丘３丁目８番地

お寺から学校に通ってみませんか？

はまとんべつ寺子屋塾
◆日 時
◆場 所
◆対 象
◆参加費
◆人

数

◆申込み
◆問合せ

電話番号

６月２８日（日）〜７月３日（金）
永生寺
小学校４〜６年生
４，５００円（食材代、保険料等）
※事前説明会の時に納入願います。
２０名程度
※申込みが１０名以下の場合は中止となる予定です。
６月１３日（金）までに、各学校へ申込みください。
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
※６月２２日（月）午後７時から、役場２階大会議室に
おいて、保護者同伴で事前説明会を行います。

役場２−２３４５

多目的アリーナ２−４６６６

所

浜頓別町役場
天北運送株式会社
頓別漁業協同組合研修センター
東宗谷農業協同組合 （裏の駐車場）
浜頓別高校

時

間

９:00〜11:00
11:10〜11:50
13:00〜13:30
13:45〜14:45
15:00〜16:00

リウマチ･自己免疫疾患外来のお知らせ
住

所

中央南１番地
大通７丁目
頓別１町内
大通２丁目
緑ケ丘５丁目

◆献血ができる人
・２００ｃｃ献血…１６〜６９歳
・４００ｃｃ献血…１８〜６９歳で体重が５０kg 以上の方
※ただし、６５歳以上の方は６０歳代で献血経験のある方のみ
◆献血をご遠慮願う場合がある人
・過去に輸血を受けた方
・薬を服用中の方は、薬の種類によってご遠慮願う場
合があります。
・その他、医師の診察によってはご遠慮願う場合があります。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

喉頭がん・甲状腺がん・耳鼻咽喉科検診のお知らせ
◆日

時

６月２９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 ６月２４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）

一般国道２３８号浜猿防災
計画説明会のお知らせ
稚内開発建設部では、一般国道２３８号浜頓別町豊牛〜頓別間の
延長約５キロメートルについて、海岸浸食による道路への被害防止
と、冬期の吹雪対策や安全対策を目的とした道路整備を計画してい
ます。つきましては、概略の計画や今後の予定等に関する計画説明
会を開催しますので、皆さまの参加をお待ちしています。
◆日 時 ６月２４日（水） 午後６時〜
◆場 所 役場２階大会議室
◆問合せ 稚内開発建設部道路課
℡０１６２−３３−１０００（内線２３５８）
役場総務課 ℡２−２３４５（内線２２０）

枝幸町国保病院では次の要領でリウマチ･自己免疫疾患外来を開設
しています。
担当は、オホーツク勤医協北見病院総院長中井秀紀医師です。
◆対象疾患・症状
・リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋
炎、シェーグレン症候群、結節性動脈周囲炎など自己免疫疾患とい
われる病気で治療中の方、あるいは以前診断されたが治療が中断さ
れている方
・手足の指、手首、肘、膝、足首などの関節に腫れや痛みがある、微
熱が下がらない、朝、手足がぎこちなく動かしにくい、体がだるい
などの症状がある方
※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 ６月２６日（金）、９月２５日（金）、１２月２５日（金）
平成２２年３月２６日（金）
※１０日前までに予約が必要です。
◆場
所 枝幸町国保病院
◆受付時間 午前８時４５分〜１１時３０分
午後１時〜３時３０分
◆予 約 先 枝幸町国保病院 ℡０１６３−６２−２１１１
※当日では、間に合わない検査もありますので、事前に
受診し、検査をしていただきます。
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０７）
中頓別町国保病院

神経内科外来のお知らせ
中頓別町国保病院では、次の要領で神経内科外来を開設していま
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 ６月２３日（火）、８月２５日（火）、１０月２７日（火）
１２月２２日（火）、平成２２年２月２３日（火）
※日程が変更される場合があります。予約が必要とな
りますので、予約時に確認をしてください。
◆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）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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第２面

教科書展示会のお知らせ

枝幸職業相談室の開設日のお知らせ

小・中学校や高等学校で使われる教科書の展示会が本町で開催さ
れます。どなたでも閲覧できますので、ぜひご覧ください。
◆期 間 ６月１９日（金）〜７月２日（木）
※土・日・祝日は除く
午前９時〜午後５時
◆場 所 役場町民ホール
◆問合せ 町教育委員会 ℡２−２５２５
※ご来場の際には、閲覧名簿に氏名を記入願います。

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。
平成２１年７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】
７月２日（木）・３０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

行事予定
月

日

行

【６月１０日〜６月２７日】
場
所
時
間

事

６/10（水）乳幼児歯科健診
ほけんセンター
６/11（木）第２回町議会定例会（〜12 日） 役場３階議場
６/12（金）マタニティ学級Ⅰ−②
ほけんセンター
６/18（木）離乳食教室
ほけんセンター
６/19（金）リハビリ教室
ほけんセンター
６/21（日）マタニティ学級Ⅰ−③
ほけんセンター
６/26（金）１歳６ヶ月児健診
ほけんセンター

廣瀬町長の動向
６月１４日（日）
２１日（日）

９:00〜14:45
10:00〜
13:15〜16:00
10:30〜13:00
９:45〜13:30
13:15〜16:00
13:00〜14:00

国有林からのお願い
【５月２５日〜６月１２日】

旭川駐屯地開設５７周年記念行事（旭川市）
名寄駐屯地創立５６周年記念行事（名寄市）

議会を傍聴しませんか
６月１１日（木）午前１０時から、第２回定例議会が開かれます。
議員が町の仕事について、考え方や疑問をただす一般質問、教育
の主要な方針や取組みをお知らせする教育行政執行方針など、みな
さんの生活にかかわる身近な事柄が話し合われます。
どなたでも、議会を傍聴することができます。ぜひおいでくださ
い。
◆問合せ 役場議会事務局 ℡２−２３４５（内線３００）

国保病院からのお知らせ
６月旭川医大出張診療で、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。
◆整形外科 ６月２４日 青野医師（一日診療・予約制）
◆小 児 科
２６日 野原医師（午前診療）
・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

行楽シーズンを迎え、国有林を訪れる方も多くなってきました。
国有林内で安全に楽しい一時を過ごしていただくために、次のこ
とをご留意・ご協力していただきますようお願いします。
☆動植物の保護にご協力ください。
☆樹木を損傷したり、林産物を窃取した場合は、法により罰せられ
ます。
☆保安林内では、樹木の損傷、下草の採取等が禁止されています。
☆歩道、広場等の区域外への立ち入りはお控えください。
☆立入制限の表示がある区域には、絶対に立ち入らないでください。
☆休息などで、立ち止まる場合には、落下する枝がないか、落石の
危険がないかなど、安全な場所であることを十分にご確認くださ
い。
☆登山は、自己責任が原則です。天候や登山情報を確認し、十分な
装備で、登山計画を家庭、登山地域の警察署等に提出の上、入山
してください。
☆悪天候のときは、入林をお控えください。
☆ゴミの持ち帰りにご協力ください。
☆タバコなどの火の始末にご協力ください。
◆問合せ

▽眼科を受診される方へ
検査で瞳を広げる薬を使用する場合があります。この検査は３０
〜６０分で終了しますが、終了後も４〜６時間はピントが合わなく
なります。
眼科受診の日は、車やバイクの運転、危険な作業はしないように
お願いします。
【浜頓別町国保病院眼科外来】℡２−２２０３

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！

宗谷森林管理署

℡０１６２−２３−３６１７

ごぞんじですか

検察審査会

検察審査会は、選挙権を有する国民の中から「く
じ」で選ばれた１１人の検察審査員が、国民を代表
して、検察官が事件を訴訟しなかったこと（不起訴
処分）のよしあしを審査する仕事をしています。
皆さんの中で、交通事故、盗難、詐欺、横領など
の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人が、検
察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき
に審査を始めます。
申立てがなくても、検察審査会が職権で不起訴処分を取り上げて
審査をすることもあります。
審査の申立てには、一切費用はかかりませんし、また、秘密は固
く守られますのでお気軽にご相談ください。
◆問合せ 旭川検察審査会 ℡０１６６−５１−６２９０

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

学卒求人はお早めに！
ハローワーク稚内（稚内公共職業安定所）では、平成２２年３月
に新規学校卒業予定者を対象とする求人の申込みを６月２０日から
受理いたします。
例年就職を希望する高校生の大多数は管内就職を
希望していますが、求人受理開始から９月１６日の採
用選考が開始されるまでの間に管内企業から提出さ
れる求人が少ないことから、やむなく札幌圏を中心と
した道内他地域の管外企業に応募するケースが見受
けられます。
管内の各高等学校においては、生徒に対する早期からの職業意識
形成の支援に力を注いでおり、就職に向けての指導等も計画的に進
められています。
地元に優秀な人材を確保し、地域経済の活性化と企業の発展のた
めにも、一日も早い採用計画の樹立と学卒求人の早期申込みをお願
いします。
【新規学校卒業予定者に係る採用選考等期日一覧】
中学校
高等学校
大学
求人受理
６月２０日〜
６月２０日〜
３月１日〜
選考開始
１２月１日〜
９月１６日〜
採用内定
１２月１日〜
９月１６日〜
１０月１日〜
◆申込み・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
・ハローワーク稚内 枝幸職業相談室
〒０９８−５８０７ 枝幸町本町１４８２
℡０１６３６−２−１３６３

〜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〜

