
　6月 30 日（火）朝に、にわ山森林
自然公園 14 号側入口周辺におい
て熊の出没が確認されたため、7
月 1 日（水）より、町道 14 号から
12 号に繋がる「町道にわ山線」を
当面の間、通行止めとしました。
　現在は、役場職員、有害鳥獣駆除
員が朝・夕に巡回パトロールを実
施しています。安全性が確認され
るまでは、公園周辺への散歩、散策
を控えるよう、住民の皆様のご理
解、ご協力をお願いします。
○問い合わせ　産業観光課農政係
　（窓口⑬）☎ 65 － 2118

寿学級のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、3月から中止していた
寿学級について、運営委員会で協
議した結果、今後、予定していた学
習プログラムの実施を見合わせる
こととなりましたのでお知らせし
ます。
　なお、今後、状況を確認しながら
寿学級の実施について協議を行い、
改めて皆様にお知らせいたします。

○会費の返金
1. 老人クラブで申し込みされた方
　各老人クラブの運営委員の方を
通じて返金いたします。
2. 個人で申し込みいただいた方
　寿学級運営委員会事務局（教育
委員会）よりご連絡いたします。
○問い合わせ　教育委員会
　文化振興係　☎ 65 － 5311

熊の出没による町道の
通行止め

7/15
2020

マイナンバーカード
マ イ ナ ポ イ ン ト 休日窓口の開設
　いよいよマイナポイントの利用が 9月から
始まります。
　まだ、ポイントを貰う準備ができていない方
はお急ぎください。
　マイナンバーカードの取得やマイナポイント
の予約・申込の手続きをより便利に行っていた
だくため、次の日程で休日窓口を開設します。
　お仕事や学校で平日の来庁が難しい方は、こ
の機会にぜひご利用下さい。

町民生活課戸籍係（窓口①）
☎ 65－ 2113

問 ◆必要なもの　手続きによって異なりますので、
　　　　　　　事前にお問い合わせ願います

◆休日窓口でできること
　マイナンバーカード交付申請
　マイナンバーカードの受取
　マイナポイントの予約・申込
　電子証明書の更新
※有効な利用者証明用電子証明書をお持ちになっていない方は、

事前に新規発行の手続きが必要になるのでご注意ください。

8月2日（日）・8月23日（日）
8時30分から12時まで

広報 7月号の訂正
10 ページの人事異動の前職及び 14
ページの「ちょっと気になるゴミの
話」の図において誤りがありました。
次のとおり訂正しお詫びします。

（誤）
（正）

従来の燃やせないごみ
従来の燃やせるごみ

（誤）
（正）

兼地域量連携室
兼地域医療連携室

【P14】

【P10】

運転免許更新時講習

■優良運転者（30分）
○日時　8月 20 日（木）
　1回目　16 時 30 分～
　2回目　18 時～
○場所　文化ホール
○定員　1回 20 名
※事前に警察署で更新手続きと受講
予約が必要です。
※新型コロナウイルス感染症対策の
ため、必ずマスクを着用して受講
してください。
※入場前の手指消毒にご協力をお願
いします。
※事前予約のない方は原則受講でき
ませんが、定員まで空きがある場
合はこの限りではありません。
○問い合わせ・予約受付
　滝川警察署　☎ 24 － 0110

　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、受講には予約が必要となりま
す。下記問い合わせ・受付先に必ず
連絡をお願いします。

（1）野山に入る前に
　事前にヒグマの出没情報を確
認し、出没看板等がある場所へ
の立ち入りは避けましょう。
（2）ヒグマに出会わない工夫を
　ヒグマの出没が予想される野
山では、単独行動を避け、鈴など
の鳴り物を携行しましょう。
　特に、活動が活発になる早朝
や夕方、人に気づきにくい濃霧
や雨のときは注意しましょう。
（3）もし出会ってしまったら…
　気づいていないようであれば、
静かに立ち去りましょう。、距離
が近い場合は、視線をそらさず
ゆっくりと後退してください。

ヒグマの被害に
　遭わないために



8 月 行 事 予 定 

日 月 火 水 木 金 土
1

2 3 4 5 6 7 8
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

家族介護を語
ろう会（保セ）
対象：町民
13 時～ 15 時

いきいきチェ
アビクス教室
（保セ）10 時～

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～

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 か月の児

なかよし広場
（子セ）
10 時 30 分～

9 10 11 12 13 14 15
内科
町立国保病院

歯科（赤平市）
もじり歯科ク
リニック
☎ 32 － 1181

内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
河村歯科
☎ 74 － 6332

16 17 18 19 20 21 22
内科
町立国保病院

歯科（深川市）
深川第一病院歯
科口腔外科医院
☎（0164）
　23 － 3511

ひまわりクラブ
（東町生活館）
10 時 00 分～
対象：65 歳以
上の町民

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～

23 24 25 26 27 28 29
内科
町立国保病院

歯科（芦別市）
おおさき歯科
☎（0124）
　23 － 0648

移動図書
（南町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家・ごき
げん奈井江）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

30 31
内科
町立国保病院

歯科（滝川市）
あい歯科クリ
ニック
☎ 22 － 8500

（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

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

受付：9時 30 分～ 17 時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）

☆南町児童館　七夕かざり作り
　8月 1日（土）～ 7日（金）
☆北町児童館　オセロ大会
　8月 9日（日）　14 時から
☆東町児童館　休館中


