（速報版）

第４５回衆議院議員総選挙及び
第２１回最高裁判所裁判官国民審査
投票日は８月３０日（日）です
◆投票時間
投票区
第１投票所
第２投票所

投票所
ほけんセンター
頓別コミュニティセンター

第３投票所

豊牛生活館

第４投票所

斜内小学校

第５投票所

開明コミュニティセンター

第６投票所

仁達内コミュニティセンター

第７投票所

宇曽丹生活改善センター

投票時間
午前７時〜午後８時

わせください。
◆郵便等による不在者投票
△重度の心身障害者及び要介護者（要介護５の方）であり、投票
できない方が利用できます。また、郵便等による不在者投票対
象者で上肢、視覚の障害が１級の方に限り、「代理記載制度」を
ご利用になれます。それぞれ対象となる方は、あらかじめ申請
手続きが必要となりますので、お早めに選挙管理委員会へお問
合せください。

〜若い人も、積極的に投票しましょう〜
最近、若い人の投票率が低くなっています。
「自分の一票くらい…」と考えず、
必ず投票しましょう。

◆問合せ
午前７時〜午後６時

☆期日前投票及び不在者投票制度をご利用ください！☆
選挙当日に、旅行や冠婚葬祭などの事由により投票できない方は、
期日前投票をすることができます。また、浜頓別町の選挙人名簿登
録者で町外へ転出された方などは、不在者投票をすることができま
すので、町選挙管理委員会へお問合せください。
◆不在者投票
△浜頓別町以外の市町村で投票をする場合は、お早めに浜頓別町
選挙管理委員会へ投票用紙を請求してください。本人宛に投票
用紙等に説明書を添えて送付しますので、最寄りの市町村選挙
管理委員会で不在者投票を行なってください。
△病院・老人ホーム等に入院・入所されている方は、その施設等
において投票することができます。この場合、指定されている
病院等のみとなりますので、お早めに選挙管理委員会へお問合

役場２−２３４５

第１４２７号

臨時職員募集のお知らせ
緊急雇用創出推進事業として町有林道等の清掃・伐木等にかかる臨
時職員を募集します。
◆募集人数 ３名
◆業務内容 町有林道等の清掃・伐木等
◆雇用期間 ９月上旬〜１２月下旬（５４日）
◆勤務時間 午前８時３０分〜午後５時３０分
◆応募資格 安全衛生教育受講者（刈払機）・安全衛生特別教育受講
者（チェンソー）・普通自動車免許
◆賃
金 時給１，１７０円
◆申 込 み ８月１８日（火）までに、役場産業振興課に履歴書を
提出してください。℡２−２３４５（内線１２６）

第２１回夏祭りふれあい広場

第８投票所 下頓別生活改善センター
◆開 票
＊日時：８月３０日（日）午後８時３０分〜
＊場所：ほけんセンター（多目的ホール）
◆期日前投票
△衆議院議員総選挙
＊期間：８月１９日（水）〜８月２９日（土）
＊時間：午前８時３０分〜午後８時まで
＊場所：浜頓別町役場１階 町民相談室
△最高裁判所裁判官国民審査
＊期間：８月２３日（日）〜８月２９日（土）
＊時間・場所は衆議院議員総選挙と同じです。
※期日前投票の手続は簡素化され、印鑑も不要となっています。
（住所・氏名・不在理由等の記入のみ）

電話番号

平成２１年８月１０日発行

多目的アリーナ２−４６６６

浜頓別町選挙管理委員会事務局
代表
℡
２−２３４５（内線１７０）
直通 ℡・Fax ２−２８１１

◆日

時

◆場
◆日

所
程

防火管理者資格取得講習会のお知らせ
甲種防火管理新規講習
◆日
時 ９月１０日（木）〜１１日（金）
◆講習時間 第１日目 受 付…午前９時〜９時３０分
開校式…午前９時３０分〜９時４０分
講 習…午前９時４０分〜午後５時
第２日目 受 付…午前９時〜９時２０分
講 習…午前９時２０分〜午後４時
※２日間とも受講する必要がありますので、ご注意ください。
◆講習場所 稚内地区消防事務組合２階コミュニティホール
◆受 講 料 無料
◆教 材 費 ４，０００円（テキスト代）
※教材費は、必ず申請書に添えて提出してください。
◆提 出 先 ８月２６日（水）までに、稚内地区消防組合消防本部
予防課に提出してください。
〒０９７−００２１ 稚内市港５丁目１番３７号
※申請書は浜頓別消防支署にあります。
◆問 合 せ 浜頓別消防支署予防係 ℡２−２１１９

◆主 催
◆問合せ

８月３０日（日）
午前９時〜午後２時３０分
多目的アリーナ駐車場（雨天時は多目的アリーナ内）
９：００〜 オープニングセレモニー
９：４０〜 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
夏祭りふれあい広場実行委員会
町教育委員会社会教育係 ℡２−４６６６
（事務局）浜頓別中学校 ℡２−２０５０

盆踊りで楽しいひとときを！

納涼盆おどりのお知らせ
◆日

時

８月１４日（金） 午後６時３０分〜
１５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１４日（金）※雨天時中止
18:30〜 子ども盆おどり（チャンコチャンコ）
19:30〜 陸上自衛隊旭川駐屯地「旭川北鎮太鼓」演奏
20:00〜 納涼盆おどり（北海盆唄）
８月１５日（土）※雨天時多目的アリーナ内
18:00〜 子ども盆おどり（チャンコチャンコ）
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。
19:30〜 仮装盆おどり大会
◆整形外科 ８月２０日 青野医師（一日診療・予約制）
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
納涼盆おどり（北海盆唄）
産婦人科の日程が変更となりますので、お知らせします。
20:00〜 浜頓別太鼓の会「響」演奏
◆産婦人科 ８月２０日（木）
・２１日（金） 片山医師（一日診療）
20:15〜 仮装盆おどり表彰式
↓
20:30〜
青年部の恩返しビンゴ大会
８月２６日（水）
・２７日（木） 片山医師（一日診療） ◆問合せ 浜頓別町商工会 ℡２−２３６９

国保病院からのお知らせ

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

発行

浜頓別町役場

編集

総務課

第２面
北海道宗谷家畜保健衛生所

行事予定
月

日

行

事

【８月１０日〜８月２７日】
場
所
時
間

８/18（火）はくちょうサークル

ほけんセンター

８/19（水）健康回復セミナー④

ほけんセンター

８/20（木）食生活改善推進員養成講座③
８/21（金）３歳児健診
８/25（火）離乳食教室
８/27（木）食生活改善推進員養成講座④

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

10:00〜12:00
13:00〜15:00
18:30〜20:30
13:00〜16:00
12:30〜14:00
10:30〜13:00
10:30〜13:30

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２１日（金）〜９月８日（火）
※９月８日（火）の消印有効
◆試 験 日 １１月４日（水）
◆合格発表 １２月１１日（金）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 東京都千代田区霞が関３−２−２
℡０３−５２５３−４１１１（内線２０２４・３２６７）
北海道教育庁宗谷教育局生涯学習課学校教育係
〒０９８−８５５８ 稚内市末広４丁目２−２７
℡０１６２−３３−５０４９（直）

クマ出没注意！！
次の箇所でヒグマの出没情報が寄せられています。付近にお住ま
いの方や付近を訪れる方は十分注意してください。
◆出没箇所 金ヶ丘地区・クローバーの丘付近
◆問合せ 役場産業振興課水産林務係
℡２−２３４５（内線１２６）

公衆浴場「滝の湯」

臨時職員を募集します
◆募集人数
◆任用期間
◆業務内容

１名
１０月１日〜平成２２年３月３１日（６ヶ月間）
一般事務、検査に係る器具・作業衣等の洗浄、パソコ
ンへのデータ入力など
◆賃
金 日給６，１２０円
◆就業時間 午前８時４５分〜午後５時３０分
（正午〜午後１時まで休憩時間）
※土・日･祝祭日は閉庁
◆雇用条件 町内に在住し、健康な方
◆募集期間 ８月１７日（月）〜２１日（金）
※応募者は北海道宗谷家畜保健衛生所に履歴書を受け
取りに来てください。℡２−２１０６
〒０９８−５７３８ 浜頓別町緑ヶ丘８丁目３番地
◆そ の 他 後日、面接を行います。

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３７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 町教育委員会社会教育係に申込みください。
℡２−４６６６

食中毒を予防しましょう
これから気温が上がり、食中毒が発生しやすい季節を迎えます。
大切な家族を守るためにも「細菌をつけない・増やさない・やっつ
ける」の３原則を守りましょう。
①細菌をつけない
☆食事・調理前には手指を石けんで洗いましょう。
☆包丁、まな板は肉・魚・野菜用に分け、使用後は
流水でよく洗い、塩素剤等で消毒しましょう。
②増やさない
☆調理後は、なるべく早く食べましょう。
☆調理後に食品を保管する時は、それぞれラップで密封し、でき
るだけ早く冷蔵庫に入れましょう。
③殺菌しよう
☆調理する時は十分に加熱し、井戸水・受水槽を使用している場
合は、なるべく加熱してから飲むようにしましょう。
※嘔吐、下痢等の症状がある場合には、直ちにかかりつけの病院を
受診してください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４１４）

工事にご協力ください
①日の出緑ケ丘線舗装補修工事
◆工 期 ９月２５日まで
◆交通規制 片側交互通行
◆施 行 あすなろ道路㈱道北営業所
②浜頓別市街２丁目・３丁目線歩道改良工事
◆工 期 １０月２５日まで
◆交通規制 片側交互通行
◆施 行 ㈱南波組

お盆期間中の業務のお知らせ
お盆期間中は休業せず、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）

ノーレジ袋・マイバック運動にご協力をお願いします！

☆定額給付金☆
申請受付中！お忘れなく！
〜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〜

