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移動献血車が来町します
◆７月３日（木）
場

農業委員会委員の一般選挙のお知らせ
☆告示日☆
☆投票日☆

平成２０年７月１日（火）
平成２０年７月６日（日）

当町の農業委員会委員は、７月１９日で任期満了となり、この農
業委員会委員の選挙が７月６日（日）に全国で一斉に行われます。
この選挙は、農民のみなさんにとって一番身近で大切なものです。
【有権者】
ア ３０アール以上の農地につき耕作の業務を営む者
イ アの同居の親族又はその配偶者
ウ 平成２０年３月３１日で満２０歳以上のもの
立候補届出予定者説明会
◆日 時 ６月２０日（金） 午前１１時〜
◆場 所 役場２階大会議室
◆問合せ 選挙管理委員会 ℡２−２３４５（内線２２１）

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

６月２９日（日）〜７月４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２３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。

教科書展示会のお知らせ
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。どなたでも入場できますので、ぜひご覧ください。
◆期 間 ６月２０日（金）〜７月５日（土）
※月曜・祝日除く
午前１０時〜午後６時
◆場 所 町立図書館ロビー
◆問合せ 町立図書館 ℡２−３９３５
※ご来場の際には、閲覧名簿に氏名を記入願います。

電話番号

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
稚内開発建設部浜頓別道路総合事業所
東宗谷農業協同組合 （横の駐車場）
浜頓別高校

時

間

９:00〜11:00
11:10〜12:00
13:00〜13:30
13:40〜14:50
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
緑ケ丘６丁目
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４０９）

肺炎球菌ワクチン（予防接種）の
助成のお知らせ
肺炎球菌は健康な人の鼻や咽喉でもよく見つかりますが、健康な
うちは症状が出ず、体力が落ちている時や、高齢になって免疫力が
弱くなってくると肺炎など色々な病気を引き起こ
す原因になります。
６５歳以上では肺炎による死亡率が、がん、心臓
病、脳卒中の次に高くなっているので、町では高齢
者の肺炎予防のため、肺炎球菌ワクチンの一部助成
をしています。
まだ予防接種がお済みでない方は、ぜひご利用く
ださい。
◆助成対象者
浜頓別町に住民登録され、肺炎球菌ワクチン接種
をしたことがない方で、次の条件を満たす方。
・６５歳以上の方
・６０歳以上６４歳以下の方で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害に
より身体障害者手帳１級を所持している方。
※再接種（２回目の接種）は、副作用が大きいため日本では認めら
れていません。
◆助成期間 対象の方は、町立病院でいつでも接種ができます。病
院窓口で申し出てください。
◆自己負担額 ３，０００円（助成は町立病院での接種に限る）
※１人につき１回限りの助成
◆問 合 せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０８）

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。
診療にあたるのは、勤医協小樽診療所所長中井秀紀先生です。中井
先生は、リウマチ･自己免疫疾患治療の第一線でご活躍の先生です。
◆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、シューグレン症候群、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２７日（金）、９月１２日（金）、１２月２６日（金）
３月２７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。診療に当たるのは、旭川医科大学第１内科（神経内科）片山隆
行先生です。
◆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２４日（火）
※偶数月実施。８月以降の日程は決まり次第お知らせ
いたします。
◆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）
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【６月１０日〜６月２７日】
場
所
時
間

６/11（水）乳幼児歯科健診
ほけんセンター
６/13（金）マタニティ学級Ⅰ−①
ほけんセンター
６/18（水）第２回町議会定例会（〜19 日） 役場３階議場
６/19（木）マタニティ学級Ⅰ−②
ほけんセンター
６/20（金）１歳６ヶ月児健診
ほけんセンター
６/27（金）リハビリ教室
ほけんセンター

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

４００ｍｌ献血にご協力ください
献血は、輸血を必要としている患者さんに使用されて、初めて献
血者の善意が生きてくるものです。現在、輸血用の血液製剤はすべ
て皆さんの献血血液で確保され、尊い生命が救われています。
しかし、医療技術が進んだ現在でも、輸血によって副作用の発生
が見られることがあります。治療の際に８００ｍｌの輸血を必要と
する場合、２００ｍｌ献血では４人分の血液が
必要ですが、４００ｍｌ献血では２人分の血液
で間に合います。
これによって輸血で起こる副作用などを大幅
に減少させることができ、治療効果の高い、よ
り安全な輸血が期待できます。大切な生命を守
るため、４００ｍｌ献血にご協力をお願いしま
す。
なお、患者さんに、より安全な血液製剤を供
給するため、エイズの検査を目的とした献血は
お断りしています。
詳しくは、役場保健福祉課保健係にお問合せください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）

献血サポーターの登録について
日本赤十字社では献血をサポートしていただける企業や団体を募
集しています。
「献血サポーター」とは医療に必要な血液を献血によって安定的
に確保するために献血に積極的に協力していただける企業・団体の
ことを言います。登録はインターネットまたはファックスで行え、
献血サポーターのロゴマークを活用していただくことができます。
登録していただける場合は町より資料を送付しますので、ご連絡
ください。
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）
浜頓別技能者会

包丁研ぎのお知らせ
◆日
◆場

時
所

６月２９日（日）午前８時３０分〜午後１２時
福祉センターピロティー内

町民健康講座のお知らせ

事故のない楽しい釣りを

タバコは喫煙している本人だけでなく、周囲の人へも受動喫煙と
いう形で健康被害をもたらします。タバコの害はが
んや生活習慣病などさまざまな病気の原因となりま
すし、止めたくてもなかなか止められないという依
存性の強いものです。
町国保病院でも今年度から禁煙治療ができるよう
になりましたので、岡田先生を講師に迎え、喫煙の
害や禁煙治療について講演会を開催します。喫煙している方はもち
ろん、家族の方もぜひ参加してみてはいかがですか。
◆日 程 ６月２６日（木）受付…午後６時〜
講演…午後６時３０分〜７時３０分
◆テーマ タバコに依存しない生活を目指して
◆講 師 浜頓別町国民健康保険病院長 岡田 政信 先生
◆会 場 ほけんセンター
◆問合せ 役場保健福祉課保健係 ℡２−２３４５（内線４０９）

いよいよ本格的な釣りシーズンを迎えました。
事故を未然に防止し、他人に迷惑をかけることのないよう、次の
ことを十分心がけて釣りを楽しみましょう。
○安全に楽しむために
・目的地、帰宅の時間などをあらかじめ家族や知人に連絡しておき
ましょう。
・単独行動はできるだけ避けましょう。
・目的地の気象状況を事前に確認しましょう。
・釣り場では、左右や後ろの人に十分注意しましょう。
・船釣り、磯釣りの際、救命胴衣は常時着用しましょう。
・携行品には命綱、呼び子笛、懐中電灯、
非常食、救急薬も加えてください。
○自然を守るために
・ビニール袋は、海や川を汚す大きな原因
となっています。また、捨て針、捨て糸
による野鳥の被害が増えています。ゴミ
は必ず持ち帰って処理しましょう。
○資源の保護のために
・海藻類、貝類などを取ることはやめ、小さな魚は放流しましょう。
○トラブルを防ぐために
・無秩序な駐車、ゴミの不法投棄などで地元の人や漁業者に迷惑を
かけないようにしましょう。
◆問合せ 北海道環境生活部生活局道民活動文化振興課
℡０１１−２０４−５２０９

平成２０年度自衛官募集のお知らせ
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

工事にご協力ください
宇曽丹３号線１２線橋架設工事
◆工 期 １１月１６日まで
◆交通規制 通行止め
◆施 行 丹羽建設株式会社

