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観光地・イベントスタンプラリーのお知らせ

浜頓別町人事異動発令
【浜頓別町発令】（９月１６日付）
所属課
職名
氏 名
事務分掌発令
総務課 主 事 岡田 英敦 願いにより主事を免ずる

観光地・イベントスタンプラリー対象イベント

ふるさとまつり in 浜頓別２００８
◆日

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
・鮭つかみどり（１００本）など
◆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)

浜頓別町優良特産品を募集しています
〜第１回募集期限

９月３０日（火）〜

浜頓別町優良特産品認定審査会では、地域資源の特性を生かした既
存の製品及び新たに開発した製品を「優良特産品」として認定、推奨
するための製品の募集を行っています。
【申請方法】
◆申 請 書 役場産業振興課及び浜頓別町商工会に備え置きます。ま
た、浜頓別町公式ホームページからもダウンロードでき
ます。
◆申請方法 申請書に必要事項を記入し、製品と製品の写真データを
添えて申請願います。
（申請製品は、審査会当日に提出してもらうことがあります）
◆提 出 先 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

観光施設の営業についてのお知らせ
次の観光施設について、今シーズンの営業終了日をお知らせします。
●ベニヤ原生花園（花・花ハウス）
●ウソタンナイ砂金採掘公園
（ゴールドハウス）
◆問合せ

役場産業振興課商工観光係

電話番号

役場２−２３４５

９月２６日（金）午後４時
９月３０日（火）午後５時

℡２−２３４５（内線２２３）

多目的アリーナ２−４６６６

浜頓別町観光協会では、町の特産品を景品として「観光地・イベ
ントスタンプラリー」を実施しています。応募期限が９月３０日と
なっていますのでお知らせします。
☆イベント☆
９月２８日のふるさとまつりが最終イベントとなります。イベン
ト会場内にある「ふるさとまつり実行本部」に応募用紙と投函箱
を用意しています。
☆観光地☆
各観光地の応募用紙・投函箱は（ ）の施設に設置しています。
各施設の投函終了期日は次のとおりです。
・ベニヤ原生花園
９月２６日（金）午後４時まで
（花・花ハウス）
・ウソタンナイ砂金採掘公園
９月３０日（火）午後５時まで
（ゴールドハウス）
・クッチャロ湖
９月３０日（火）午後５時まで
（水鳥観察館）
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

ヒグマ注意特別月間（秋季）のお知らせ
【９月１３日（土）〜１０月３１日（金）】
山菜採りや釣り、レジャーなどで野山へ入る機会が増える季節と
なりました。自然とのふれあいは楽しいものですが、一方で北海道
の大部分の地域にはヒグマが生息しています。平成２０年度もヒグ
マによる人身事故が発生しています。
春と秋はヒグマによる事故や遭遇が増える季節です。楽しく過ご
すためにもヒグマによる事故に遭うことのないよう、特に注意をし
てください。
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部環境生活課自然環境係
℡０１６２−３３−２９２２
役場産業振興課水産林務係 ℡２−２３４５（内線１２６）

足湯の開放期間を延長します
９月以降も延長して開放することとなりましたので、お知らせし
ます。日々の就業時間と閉鎖の時期は今後の天候状態などを見て決
定します。
◆問合せ 役場産業振興課商工観光係 ℡２−２３４５（内線２２３）

自賠責保険・共済の有効期限は
切れていませんか？
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償
を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務
づけられており（自動車損害賠償保障法）、自賠責保険・共済なしで
の運行は法令違反ですのでご注意ください。
なお、自賠責制度の内容は、http://www.jibai.jp でご覧ください。
◆問合せ 旭川運輸支局輸送・監査担当 ℡０１６６−５１−５２７２

障害者支援研修会のお知らせ
宗谷管内障害者支援研修会
「本人中心の支援とは？」
制度や支援の枠組みを先に考えるのではなく、あくまでも本人の希
望、想いに近づくため、どうすれば良いか何があれば実現できるのか
を考える研修会が本町を会場に開催されます。関係者はもとより、障
害者をもっと理解したいという方は、ぜひ参加してください。
◆日 時 １０月７日（火）午前１０時〜午後５時
◆場 所 ほけんセンター
◆主 催 宗谷圏域障害者総合相談支援センター
◆後 援 宗谷保険福祉事務所、浜頓別町
◆内 容 午前の部…相談室ぽぽ（札幌市）所長大久保薫氏と障害者
燕さんによる講演
※午前のみの参加もできます。
午後の部…事例検討
◆参加料 無料
※当日昼食の用意はありませんので、各自用意してください。
◆申込み ９月３０日（火）までに、役場保健福祉課福祉係に申込み
ください。℡２−２３４５（内線４０１）

アメニティ公園の滝及び
噴水の止水のお知らせ
秋も深まり、まだ暖かい日々が続いていますが、やはり時節柄朝
晩は肌寒い気候になっています。
さて、長らく利用していただきましたアメニティ公園の憩いのゾ
ーンの噴水と滝の水を９月３０日をもって停止いたします。１０月
末までは憩いのゾーンのトイレ及び外灯は点灯していますので、ご
利用ください。
◆問合せ 役場建設課土木係 ℡２−２３４５（内線１３４）

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）

浜頓別町ホームページ http://www.town.hamatonbetsu.hokkaido.jp/
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１０月旭川医大出張診療日

行事予定
月

日

行

事

９/26（金）１歳６ヶ月児健診
９/28（日）ふるさとまつり
10/３（金）マタニティ学級Ⅱ−①
10/８（水）乳幼児歯科健診
10/10（金）乳児相談

廣瀬町長の動向
１０月４日（土）

産婦人科

【９月２５日〜１０月１２日】
場
所
時
間
ほけんセンター
頓別漁港
ほけんセンター
ほけんセンター
ほけんセンター

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

【９月２５日〜１０月１２日】

出張（稚内市）

育児サークル「どんぐり」・なかよし学級
参加親子を募集します！
育児サークル「どんぐり」の会員募集！
育児サークル「どんぐり」は、０歳から幼稚園
や保育所に入園・入所するまでのお子さんのお母
さん達が、自主的に取組んでいるサークルです。
週２回、親子でいろいろな遊びを楽しみながら、
お友達づくりをしています。
見学も自由に出来ますので、一度いらしてください。

「なかよし学級」の参加親子募集！
なかよし学級は、町が子育て支援の一環として取組んでいるもの
で、１歳６ヶ月から３歳までの幼稚園や保育所に入園・入所されて
いないお子さんと、お父さんやお母さんを対象に遊びを通して親子
の触れ合い、友達づくりのお手伝いをしています。
月２回程度で午前中に行っており、手遊び、歌遊び、簡単なおも
ちゃ作り、季節感のある遊び等で、その他に、親の楽
しめる講座や講習会、育児サークル「どんぐり」との
交流を行っています。
入会は無料ですが、事業内容により一部自己負担し
ていただく事もあります。対象年齢に達したら、随時
受付けていますので申込みください。
◆申込み 入会申込書は保育所にありますので、地域
子育て支援センター（浜頓別保育所内）に連絡してくだ
さい。
℡２−２４７７

文化講演会のお知らせ
◆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

１０月

８日
９日
１０日
２３日
２４日
１０月 １日
１５日
２９日

柳沼医師（午後診療）
柳沼医師（一日診療）
柳沼医師（午前診療）
片山医師（一日診療）
片山医師（一日診療）
整形外科
医師未定（一日診療・予約制）
医師未定（一日診療・予約制）
医師未定（一日診療・予約制）
眼
科
未
定
●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。

秋の町民ミニドックのお知らせ
◆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 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）

裁判員制度のお知らせ
○来年の５月２１日から裁判員制度が始まります。裁判員裁判の実
施に向けて、全国の地方裁判所では、本年１０月下旬から１１月
上旬ころまでの間に翌年分の裁判員候補者名簿を作成します。
○本年、全国で作成される名簿に記載される裁判員候補者の総数は
約３０万人と見込んでいます。
○裁判員候補者名簿に載った方には、本年１１月下旬から１２月上
旬ころまでの間に、名簿に記載されたことの通知（名簿記載通知）
をお送りします。この通知は、翌年、裁判員を選任するための手
続きを行う期日に裁判所にお越しいただくためのお知らせ（呼出
状）が届く可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づ
もりをしていただくためにお送りするものです。
○裁判員候補者名簿に載った方には、この名簿記載通知のほか、調
査表をお送りします。調査表は、できるだけ早期に裁判員になる
ことができない事情等をお尋ねすることにより、無用に裁判所に
お越しいただくことを避け、裁判員候補者の方々のご負担を軽減
するためのものです。ご記入・ご返送につきご協力ください。
◆問合せ 役場総務課総務係 ℡２−２３４５（内線２２１）
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）

１０月は土地月間です
〜１０月１日は土地の日〜
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。国土交通省では、
毎年１０月を土地月間とし、特に１０月１日を土地の日と定め、普
及、啓発活動の充実を図っています。この機会に、豊かで安心でき
る、住みよい社会を築いていくために、皆さんも是非一度、土地の
有効利用について考えてみませんか。
◆問合せ 宗谷支庁地域振興部地域政策課地域政策係
℡０１６２−３３−２５２４

