
○募集戸数　1戸
　（3LDK：世帯向け）
○募集期間　7月 13 日（金）～
　7月 31 日（火）まで
○家賃　月額 22,200 円～
　　　　　　　　　43,600 円
○その他　申込要件等詳細は、本
日付の町内回覧文書又は町ホー
ムページにてご確認ください。
○申込み・問い合わせ
　まちなみ課　建築公住係
　☎ 65 － 2116

　「最近、体重が増えてきた…」「健
康診断で気を付けてって言われた
けど、何をしたら良いのだろう？」
「血圧が高くて気になる…」「今は
大丈夫だけど、健康的に過ごした
い！」そんな疑問にお答えするセ
ミナーです。当日参加も大歓迎！
気軽にお越し下さい。お土産＆試
食つきです。
○日時　8月 3日（金）
　　　　10 時～ 11 時 30 分
○場所　保健センター
○参加費　無料
○申込み期限　7月 31 日
○問い合わせ　保健センター
　☎ 65-2131

　寿学級では、砂川市地域交流セ
ンターゆうを中心に活躍する「こ
ども落語」をお招きし、日ごろの練
習の成果をご披露いただきます。
当日は、こどもから大人まで、寿学
級生以外の方もご入場できますの
で、お気軽にお越しください。
○日時　8月 7日（火）　10 時～

○場所　奈井江町公民館大ホール
○入場料　無料
○問い合わせ　
　教育委員会　文化振興係
　☎ 65-5311

　滝川駐屯地盆おどり大会を開催
します。毎年恒例の子供盆踊り、一
般・仮装盆踊り大会に打ち上げ花
火も上がりますので、是非、ご来場
ください。
○日時　8月 2日（木）
　　　　17 時～ 21 時
○場所　滝川駐屯地
○入場料　無料
○問い合わせ　滝川駐屯地広報班
　☎ 22 － 2141

　美唄地域人材開発センターで
は、職業講習や特別教育講座のほ
か、住民向けの講座も開催してい
ます。掲載以外の講座も開催され
ますので、詳しくはお問い合わせ
ください。
【在職者セミナー】
■エクセル・パソコン講座〈夜間〉
○日時　8月 7日・21 日・28 日・
　9月 4日（火）  
　18 時 15 分～ 20 時 15 分
○定員　15 名
○受講料　3,000 円　
　※センター会員　2,000 円
○対象者　中級者向け、エクセル
　の基本操作ができ、表作成など
　の能力の向上を必要とする方
○申込み締切日　7月 31 日（火）
【住民講座】
■小学生パソコン教室
○内容　パソコン操作・タイピン
　グ練習・インターネット・プロ
　グラミング入門・ドット絵の作
　成

○日時　8月 7日（火）・10 日（金）
　9時 00 分～ 11 時 50 分
　2日間
○定員　15 名
○受講料　1,000 円
○申込み締切日　7月 31 日（火）
○問い合わせ
　美唄地域人材開発センター
　☎ 0126 － 63 － 4218

　道が行った業務や制度の内容を
審査する制度が、「北海道苦情診
査委員」制度です。
　道政に対する皆さん自身の利害
に関する苦情であれば、「苦情審
査委員」に申立てることができま
す。皆さんに代わって、「苦情審
査委員」が公正で中立的な立場か
ら、道の関係機関に対して、必要
な調査を行い、審査します。
　審査の結果、道の業務執行に不
備な点や制度上の問題があるとき
は、是正や改善を求めます。もち
ろん、個人情報の保護にも十分配
慮します。　
○問い合わせ　北海道総合政策部
　知事室道政相談センター
　☎ 011 － 204 － 5523

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　8月 16 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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生活習慣病予防セミナー
のお知らせ

こども落語を開催します

滝川駐屯地盆おどり大会

各種講座を開催します

「北海道苦情審査委員」制度

町営住宅桜ヶ丘団地入居者
の一般公募について

北海道みんなの日北海道みんなの日毎年7月 17 日は毎年 7月 17 日は ですです（愛称：道みんの日）（愛称：道みんの日）
　松浦武四郎が、明治政府に「北加伊道」という名称を提案した 7月 17 日は、「北海道みんなの日」です。

　道みんの日には、道内各地の道立施設等において常設展示の観覧料や入場料が無料になるほか、記念事業

が実施されます。詳しくは、北海道のホームページへ　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/717.htm



8 月 行 事 予 定 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

ひまわりクラブ
（東町生活館）
9 時 30 分～

生活習慣病予防
セミナー（保セ）
10 時～

移動図書
（住電精密）
12 時～

5 6 7 8 9 10 11
内科
武市内科
☎ 65 － 5444

歯科
あさひ歯科クリ
ニック
（滝川市）
☎ 22 － 0033

家族介護を語
ろう会（保セ）
対象：町民
13 時～ 15 時

なかよし広場
（子セ）
受付：10：15 ～

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

無料弁護士　
相談（月）
13 時～
14 時 30 分

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3､ 4､ 6、7、
9、10 ヶ月の児

内科
町立国保病院

歯科
もじり歯科クリ
ニック
（赤平市）
☎ 32 － 1181

12 13 14 15 16 17 18
内科
町立国保病院

歯科
Ｅデンタルク
リニック
（滝川市）
☎ 24 － 9469

無料弁護士　
相談　（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

19 20 21 22 23 24 25
内科
町立国保病院

歯科
はぎわら歯科
クリニック
（芦別市）
☎（0124）
　22 － 5858

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（浦）
13 時～ 15 時

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（住電精密）
12 時～

26 27 28 29 30 31
内科
町立国保病院

歯科
西尾歯科医院
（滝川市）
☎ 23 － 4816

いきいきチェ
アビクス教室
（保セ）10 時～

移動図書
（南町・東町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

　　　　　　　七夕飾り作り
☆東町児童館　8月  1 日（水）～ 8月 7日（火）
☆南町児童館　8月  2 日（木）～ 8月 7日（火）
☆北町児童館　7月 29 日（日）～ 8月 6日（月）

図書館主催イベント
☆青空としょかん（認定こども園）
　8月 2日（木）　9時～
☆しかけ絵本～読んで、見て、さわって～（みなクル）
　8月 2日（木）　13 時～
☆ノーゲームデー！～ゲームをおいて本を読もう～（図）
　8 月 8日（水）　10 時～

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574
（月）月形町交流センター 
　　　　　　　☎ 0126-53-2321（浦）浦臼町保健センター

 ☎ 68 － 2112

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付：10 時～ 12 時（水・金曜日）
　　　13時～16時（水曜日のみ）


