
運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　4月 20 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。

3/15
2017

　平成 29 年度の固定資産課税台
帳の縦覧を次のとおり行います。
○縦覧期間　
　４月 3日（月）～ 5月 1日（月）
　※土日・祝日を除く
○縦覧場所・問い合わせ　
　くらしと財務課　税務係
　☎ 65 － 2113
※縦覧期間以降は、手数料（１
件につき 100 円）がかかります。

　協会けんぽは、中小企業等で働
く従業員や家族が加入している健
康保険（旧政府管掌健康保険）です。
　北海道支部の健康保険料率は、
平成 29 年 3月分から 10.22％（プ
ラス 0.07％）、介護保険料率が、
1.65％（プラス 0.07％）となります。
　詳しくは問い合わせください。
○問い合わせ　協会けんぽ北海道
支部　☎ 011 － 726 － 0352

○受験資格
　①昭和 62 年４月２日～平成 8
　　年４月１日生まれの者
　②平成 8年４月２日以降生まれ
　　の者で大学を卒業したなど別
　　に定める者
○試験日
　第一次試験　6月 11 日（日）
　第二次試験
　7 月 12 日（水）～ 19 日（水）
　のうち指定する日
○受付期間
　申込みはインターネットにより
　行ってください。

　3 月 31 日（金）9 時～ 4 月 12
　日（水）受信有効
　申込専用アドレス
　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○問い合わせ
　札幌国税局人事第 2課採用担当
　☎ 011 － 231 － 5011
　内線 2315 又は最寄りの税務署

　スキルアップセンター空知では、
平成 29 年度一般住民講座（5 月
開講コース）の受講生を募集して
います。
■ワード入門
○内容　横書き・縦書きの文書や
カレンダーなど日常生活で役立つ
文書を作りながら、書式の設定・
印刷・保存・表の作成・イラスト
挿入などの基本操作を行います。
○日程（月・水・金）
　5月 8日（月）～ 24 日（水）
　（8日間）
○時間　10 時～ 12 時
○定員　10名（5名未満の場合は中止）
○受講料　12,500 円
○申し込み締切日　4月27日（木）
■エクセル入門
○内容　当番表、家計簿、健康管
　理表など日常生活で役立つ表を
　作りながら、データの入力・書
　式の設定・関数・印刷・保存な
　どの基本操作を行います。
○日程（月・水・金）
　5月 29 日（月）～ 6月 14 日（水）
　（8日間）
○時間　10 時～ 12 時
○定員　10 名（5 名未満の場合
は中止）
○受講料　12,500 円

○申し込み締切日　5月18日（木）
○申込み・問い合わせ
　スキルアップセンター空知
　☎ 24 － 1880

　妊娠・出産、育児休業・介護休
業等を取得したことを理由とし
て、事業主が解雇、退職の強要、
雇止め、降格などの不利益な取り
扱いは、違法です。
　また、事業主は妊娠・出産、育
児休業等に関して上司・同僚がハ
ラスメントを行わないよう防止措
置を講じなければなりません。
　詳細は、北海道労働局ホーム
ページをご覧ください。
○問い合わせ　厚生労働省北海道
　労働局雇用環境・均等部指導課
　☎ 011 － 709 ー 2715

　滝川保健所では毎月、定期的に
「こころの健康相談」を実施して
います。どうぞご利用ください。
・精神科医と保健師が相談に応じ
　ます。
・1時間程度、ゆっくりお話がで
きます。

・プライバシーの保護、秘密は厳
守します。
○実施日時　毎月第 2木曜日
　14 時～ 16 時 30 分
※相談日前日の 16 時までに予約
して下さい。
○問い合わせ
　滝川保健所　☎ 24 － 6201

国税専門官募集

固定資産課税台帳の縦覧

各種講座を開催します

こころの健康相談

「妊娠したから解雇、育休を取った
から契約更新をしない」は違法です!

協会けんぽからのお知らせ

還付金詐欺にご注意を !!
　役場や年金事務所などの職員を名乗り、「医療費が戻ってくる」という言葉で、金融
機関のＡＴＭから相手の口座に振り込ませる詐欺が空知管内で発生しております。
　医療費の還付時には、電話のみでお願いすることはありません。
　このような電話を受けた際は、すぐに答えず、警察や役場にお問い合わせください。



日 月 火 水 木 金 土
１

2 3 4 5 6 7 8
内科
岸本クリニック
☎ 66 － 2001

歯科
フジタ歯科医院
（滝川市）
☎ 24 － 8211

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
（保セ）
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～

9 10 11 12 13 14 15
内科
町立国保病院

歯科
さとう歯科医院
（砂川市）
☎ 53 － 3710

家族介護を語
ろう会（保セ）
13 時～
対象：町民

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
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
（保セ）

16 17 18 19 20 21 22
内科
町立国保病院

歯科
砂川ファミリー
歯科
☎ 54 － 2020

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（みなクル・
北町児童館）
13 時 30 分～

無料弁護士相談
（文ホ）
13 時 30 分～
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
（住電精密）
12 時～

23 24 25 26 27 28 29
内科
町立国保病院

歯科
扇町歯科医院
（滝川市）
☎ 24 － 3300

なかよし広場
（子セ）
受付：10 時 15 分～

無料弁護士相談
（浦）13 時～
15 時

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

内科
町立国保病院

歯科
渋谷歯科医院
（滝川市）
☎ 22 － 1737

30

内科
町立国保病院

歯科
なかむらファミ
リー歯科
（滝川市）
☎ 26 － 2282

【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）

☆東町児童館　こいのぼり作り
　4月 15 日（土）～ 5月 5日（金）
☆南町児童館　かぶれるかぶと作り
　4月 15 日（土）～ 5月 5日（金）
☆北町児童館　こいのぼり工作
　4月 22 日（土）～ 5月 5日（金）

4 月 行 事 予 定 

（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

子どもの読書
週間行事（図）
13 時 30 分～


