
運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　3月 20 日（水）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。

2/15
2019

【共通事項】
○雇用期間　4月 1日～ 9月 30 日
　※雇用契約更新の可能性有り
○通勤手当　有り（条件あり）
○有給休暇　雇用日数に応じて付与
【学童保育職員】
○勤務場所　小学校の学童保育室
○業務内容　利用児童の安全と健
　康管理、生活と遊びの指導
○賃金　無資格者　時給 840 円
　　　　有資格者　時給 950 円
　（保育士・教員・放課後児童支援員免許など）
○勤務時間　シフト勤務
　①平日　
　　13時 30 分～ 18時 30 分の内、
　　1日 3時間以上勤務
　②土曜日及び春・夏休み
　　8時～ 18 時 30 分の内、
　　1日 5時間以上勤務
○休日　日曜日、祝日他
○社会保険　勤務時間に応じて加入
【児童館職員】
○勤務場所　児童館のいずれか
○業務内容　遊びの指導と安全確
　保など
○賃金　時給 840 円
○勤務時間
　①平日　13時 30 分～ 17 時 30 分
　②土日祝日　10時～ 17 時 30 分
○休日　週休 1日
○社会保険　健康保険、厚生年金、 
　雇用保険、公務災害に加入
○問い合わせ　おもいやり課
　子育て支援係　☎ 65 － 2119

　「交通災害共済」の加入受付専
用窓口を下記の期間中、役場１階
の会計窓口横の部屋に開設します。
○開設期間　
　2月 18 日（月）～ 2月 28 日（木）
○問い合わせ　まちづくり課
　交通防災係　☎ 65 － 2112
※上記期間以外は、２階まちづく
　り課において受付しています。

　「あら…ちょっと体重が増えて
きた…」と感じている方、楽しく
動いて脂肪を燃焼させませんか？
○日時　2 月 21 日、28 日、
　　　　3月 14 日（全て木曜日）
　　　　10 時～ 11 時 30 分
○場所　交流プラザみなクル
○内容　リズムウォーキング、ゆ
る体操
○申込み　
　保健センター　☎ 65 － 2131

　「デジカメ、スマホに保存して
いる画像データ」「袋に入ったま
まの大量の写真やネガ」を整理す
るヒントの他、おうちを片付ける
コツがギュッとつまった講座で
す。是非ご参加ください。
○日時　3月 6日（水）
　　　　10時 30 分～ 11時 30 分
○場所　交流プラザみなクル
○講師　整理収納アドバイザー

　　　　松浦亜矢　氏
○参加料　無料
○問い合わせ　
　教育委員会文化振興係
　☎ 65 － 5311
　子育て支援センター　
　☎ 74 － 6117

　講話や健康体操、研修旅行、演芸
会を通して、学習の輪、心の豊かさ
を広げましょう！
○期間　4月～翌年3月（年11回）
○対象　60 歳以上の町民
○会場　公民館
○会費　年 500 円
○申込み　老人クラブに所属され
ている方は、寿学級運営委員
が取りまとめます。

　それ以外の方は、居住している
地区の寿学級運営委員、又は教
育委員会文化振興係（☎ 65 －
5311）へ

　3月 1日～ 7日は子ども予防接
種週間です。
　数多くある感染症の中には、ワ
クチンで防ぐことができる病気が
あります。大切な子どもたちの命
を守るためにも予防接種が大切で
す。未接種の定期予防接種がある
場合は、個人ごとに連絡していま
すが、この機会にもう一度母子手
帳などでご確認ください。
○問い合わせ
　保健センター　☎ 65 － 2131

子育て講座・公民館講座共同企画
「春のまるごとおかたづけ」

学童保育職員（臨時）及び
児童館職員（臨時）の募集

交通災害共済窓口を開設

子ども予防接種週間

冬期運動教室参加者募集

寿学級に参加しませんか

町民の皆様には、日頃から消火栓の除
雪にご協力を頂き、感謝申し上げます。

　砂川地区広域消防組合管内では、今年に入り 1件
の建物火災が発生しております。
　暖房機器の使用などで冬期間は火災の多い時期に
なっています。火の取扱いに十分注意してください。
　火災・救急車の通報は、落ち着いて 119 番へ電話
してください。

○問い合わせ　
　砂川地区広域消防組合奈井江・浦臼支署

☎ 65－ 2259

火災に注意しましょう！



日 月 火 水 木 金 土
1 2

なかよし広場
（子セ）
受付：10 時 15 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

3 4 5 6 7 8 9
内科
方波見医院
☎ 65 － 2016

歯科（滝川市）
フジタ歯科医
院
☎ 24 － 8211

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

行政相談・心配
ごと相談・介
護保険住民相談
（文ホ）
9 時～ 12 時

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

ひまわりクラブ
（南町コミュニ
ティ会館）
9 時 30 分～
11 時 30 分
対象：65 歳以
上の町民

移動図書
（住電精密）
12 時～

1

10 11 12 13 14 15 16
内科
町立国保病院

歯科（妹背牛町）
杉澤歯科クリ
ニック
☎（0164）
32 － 2832

1.6 歳、3 歳児
健診・フッ素
塗布（保セ）
受付：12 時 30 分
～ 13 時 00 分

17 18 19 20 21 22 23
内科
町立国保病院

歯科（砂川市）
グリーン歯科
クリニック
☎ 54 － 3434

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

内科
町立国保病院

歯科（深川市）
木村きよし歯科
☎（0164）
23 － 3886

移動図書
（住電精密）
12 時～

24 25 26 27 28 29 30

内科
町立国保病院

歯科（砂川市）
押尾歯科医院
☎ 52 － 2811

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～

ベビースクー
ル（子セ）
対象：2ヶ月～
1歳未満児
13 時 ～ 14 時
30 分

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

31

内科
町立国保病院

歯科（芦別市）
よりもと歯科
医院
☎（0124）
22 － 4618

☆東町児童館　ひな祭り　３月３日（日）
☆南町児童館　ひな祭り　３月 2日（土）
☆北町児童館　ひな祭り　３月３日（日）

3 月 行 事 予 定 

【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）

（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


