
・ウイルス性肝炎進行防止対策（肝  
 炎治療特別促進事業）医療受給者
 証（青色）
・ウイルス性肝炎進行防止対策・
 橋本病重症患者対策医療受給   
 者証（緑色）
　以上の受給者証をお持ちの方
で、有効期間が平成 29 年 9 月 30
日までの方が対象となります。
　対象者の中で有効期間の更新が
必要な方はお早めに申請をしてく
ださい。
○日時　7月 3日～ 9月 29 日
　（土・日・祝日を除く）午前 8時
45 分  ～午後 5時 30 分まで
○場所・問い合わせ　
        滝川保健所　☎ 24 － 6201

　国民年金基金に加入できるの
は、いずれの条件も満たしている
方です。
● 20 歳から 60 歳未満の方
●国民年金保険料を納めている方
　（農業者年金加入者除く）
※ 60 歳以上 65 歳未満の方や海
　外に居住されている方で国民年
　金に任意加入されている方も加
　入できます。
【こんなメリットがあります】
①掛金は全額社会保険料控除とな
　り税金が軽減されます。
②加入した時の掛金や受取る年金
　額は変わりませんので、自分に
　合わせた年金設計ができます。
③保証付に加入した方が保証期間
　内に亡くなられた場合、遺族の

　方に一時金が支給されます。
詳しくは、北海道国民年金基金へ
　☎ 0120-65-4192（フリーダイヤル）

　救急車が到着するまでの時間は、
通報から平均 8分程度、脳が酸素
なしで生きられる時間は、わずか
4分程度と言われています。
　到着までの間に適切な応急手当
をすることで、生命を救える可能
性や社会に復帰できる可能性が増
していきます。
　消防署では、その場で適切に応
急手当ができる人の育成に向け、
講習会を開催します。
○主な講習内容
　・心肺蘇生法（意識確認や心臓
　　マッサージ、人工呼吸）
　・AED（自動体外式除細動器）
　　使用方法
※開催場所、日時、人数はご希望に
　合わせます。
○問い合わせ　奈井江 ･浦臼支署  
　☎ 65 － 2259

　平成 29 年度の狩猟試験が下記
の日程で実施されます。
【予備講習】
○日時　7月 30 日（日）
　　　　9時～ 16 時 30 分
○場所　岩見沢市民会館
○受付　6月 21 日～ 7月 21 日
【狩猟試験】
○日時　8月 6日（日）　9時～
○場所　空知総合振興局
○問い合わせ　空知猟政協議会
　☎ 0126 － 25 － 5768

　不法電波は、携帯電話やテレビ・
ラジオに障害を与えるなど、日常
生活に悪影響を及ぼすばかりか、
消防、救急、防災行政、交通など、人
命にかかわる重要な無線通信を妨
害して、私たちの生活を脅かしま
す。
　総務省北海道総合通信局では、
電波監視を実施し、適正な電波環
境の維持に努めています。電波に
関する困りごとやご相談は下記へ
お問い合わせください。
○問い合わせ　北海道総合通信局
　☎ 011 － 737 － 0099
　受付時間　8時 30 分～ 12 時、
　13 時～ 17 時（土・日・祝日を除く）
（メールによるお問い合わせ）
　soudan-hokkaido@soumu.go.jp

　国内で就労している外国人は多
数おりますが、その就労状況をみ
ると、社会保険等の未加入や適正
な労働条件が確保されていない等
の問題が散見されます。
　このような状況を踏まえ、外国
人を雇い入れる際は、次の 3点を
ご確認ください。
①就労が認められる在留資格であ
　ること
②雇入れ・離職の際にはそれぞれ
　ハローワークに届出を行うこと
③社会保険等の加入をはじめ適正
な雇用管理を行うこと
　お問い合せは、お近くのハロー
ワーク又は労働基準監督署まで

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　7月 19 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。
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第 17 回　ないえふれあいまつり

長縄跳び大会 参加チーム募集中 !!

と　き　7月8日(土)
ところ　駅前ひろば

今年もビールパーティ－や
抽選会などイベントが盛り
だくさん !! 優勝賞金５万円！

　1チーム 7名（回し手 2名、跳び手 5名）年齢制限なし・男女混合は自
由（※中学生以下のチームは、成人を 1人以上入れること。）

■問い合わせ・申し込み　奈井江町商工会　☎ 65-2151

医療受給者証の更新申請

救急救命講習のご案内

不法電波から暮らしを守れ !

6 月は「外国人労働者問題　　　
　　　　　　　　啓発月間」です

狩猟免許試験

ご存じですか？
　　　　「国民年金基金」



7 月 行 事 予 定 

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
啓南歯科クリニック
（滝川市）
☎ 24 － 1020

家族介護を語
ろう会（保セ）
対象：町民
13 時～ 15 時

行政相談・心配
ごと相談
（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
（保健センター）
9 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
西尾歯科医院
（滝川市）
☎ 23 － 4816

無料弁護士相
談（月）
13 時～
14 時 30 分

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

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家）
13 時 30 分～

16 17 18 19 20 21 22
内科
町立国保病院

歯科
スマイル歯科
（滝川市）
☎ 74 － 5028

内科
町立国保病院

歯科
深川第一病院
歯科口腔外科
（深川市）
☎ 74 － 5028

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

無料弁護士相
談（文ホ）
13 時 30 分～
15 時 30 分

なかよし広場
（子セ）
10 時 15 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
（住電精密）
12 時～

23 24 25 26 27 28 29
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

移動図書
（東町・南町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（北町児童館）
13 時 30 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～

30 31
内科
町立国保病院

歯科
ひらやま歯科
（新十津川町）
☎ 72 － 2323

☆東町児童館　砂場・水遊び（月間）
☆南町児童館　風車作り
　　　　　　　　7月 15 日（土）～ 30 日（日）
☆北町児童館　こま回し練習（月間）

【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
（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


