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広告募集
詳細は

コチラ革

【台所】 野菜くずや残飯、天ぷら

　油やサラダ油などは流さない。

　油は新聞紙などに吸わせたり

　固める製品を使用し、燃やせる

　ごみとして処理する

【水洗トイレ】 トイレットペー

　パー以外のもの（紙おむつや水

　に溶けにくいティッシュペー

　パー、衛生用品など）を流さな

　い(詰まりの原因）

【お風呂】髪の毛や石鹸などを流

　すと、詰まりの原因となるの

　で、排水溝にたまった髪の毛な

　どはこまめに取り除く

【危険物】 ガソリンやシンナーな

　ど揮発性の高いものや、農薬、

　アルコール類などは思わぬ大

　事故を引き起こす可能性があ

　るので絶対に流さない

問合せ　上下水道課緯32-2218

　　　下水道を正しく使用しま

　　　しょう

　　　

　　　しょう

対　象

　障がいをお持ちで求職中の方

訓練科目

　建設デザイン科・CAD機械科・

　総合ビジネス科・プログラム設

　計科・総合実務科

願書受付

　10月３日俄～10月21日画

試験日　11月７日俄

場　所

　北海道障害者職業能力開発校

　（砂川市焼山60番地）

試験内容　国語・数学・面接

問合せ

　最寄りのハローワークまたは

　北海道障害者職業能力開発校

　緯52-2774

　思52-9177

　　　障害者職業能力開発校

　　　令和５年度訓練生募集
　　　

　　　

申込対象

　12月末までに、マイナンバー

カードの交付申請を行なった方。

（令和５年１月以降に交付申請を

行なった方は対象外）

申込期限　令和５年２月末

※詳細は総務省のホームページ

　をご覧ください。

申込サポート窓口

　市では申し込みサポート窓口

を開設しています。

場　所　市役所１階　相談室２

時　間　13時～17時（平日のみ）

問合せ　総務課庶務係32-2211

　　　マイナポイント第２弾　　　

　10月から、水道メーター検針お

よび料金収納事務委託員１名が

代わりました。水道メーターの

検針や集金に伺いましたらよろ

しくお願いします。

問合せ　上下水道課緯32-2218

     金
かなまる

丸 めぐみ 委託員

　　　新しい水道委託員です　　　

　歯科衛生士の資格をお持ちで、

現在歯科医院などに勤務されて

いない方を対象に、復職支援のた

めの交流会を開催します。

定　員　なし

日　時　11月20日蚊９時30分～

場　所　滝川市民交流プラザ

申込み・問合せ

　空知歯科医師会事務局　　　

緯22-4539　

　　　未就業歯科衛生士

　　　復職支援交流会

　　　

　　　復職支援交流会

　市では、障がいのある方のため

の施策の計画づくりの基礎資料

とするため、障害者手帳を交付さ

れている方を対象に意識調査を

行ないます。ご自宅に調査票が届

きましたら、ご協力お願いいた

します。

問合せ　地域福祉係

        緯32-2216

　　　　思34-4188

　　　障がい者の方への

　　　意識調査ご協力のお願い

　　　

　　　意識調査ご協力のお願い

　ご自宅で使用しなくなったも

のが誰かの役に立つかもしれま

せん。衣類などご寄付いただけ

る方は、ご協力お願いします。

日　時

　10月24日俄・26日我・28日画

　10時～14時

会　場

　消費者協会事務室（市役所地下）

販売品　衣料品・日用雑貨

※大型の品物は取り扱いません。

問合せ

　赤平消費者協会緯32-1833

　　　秋のもったいないまつり

　　　（フリーマーケット）

　　　

　　　

　新型コロナウイルス感染症の

感染拡大を受け、来場されるお

客様ならびに関係者の安全を考

慮し、開催の中止を決定いたしま

した。何卒ご理解いただきますよ

うお願いいたします。

問合せ　赤平産業フェスティバ

　ル実行委員会事務局（市役所

　商工労政観光課内)緯32-1841

　　　第13回　赤平産業フェス

　　　ティバル開催中止

　　　

　　　ティバル開催中止
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　初心者の方も大歓迎です。ぜ

ひ、お気軽にご参加ください。

日　時　11月１日峨～22日峨

　　　　10時30分～11時30分　

　　　　毎週火曜日（全４回）

会　場　東公民館１階講堂

定　員　20名

講　師　大谷 千津子 氏

  （レイ アロハ フラ スタジオ 

　旭川）

持ち物　飲み物・汗拭きタオル・

　長めのスカート・靴下カバー

　（足冷え防止のため必要な方

　のみ）

※パウスカートが必要な方は貸 

  し出し可。

申込み　東公民館緯33-7537

　　　フラダンス無料体験講座　　　

会　場　交流センターみらい

虚展示部門

日　時　10月22日臥・23日蚊

　　　　９時～17時（23日蚊は

　　　　15時頃まで）

搬入展示　10月21日画13時～

内　容　俳句・短歌・川柳・写真

　絵画・書道など

許芸能部門

日　時　10月23日蚊

　　　　11時～13時頃

内　容

　日本舞踊・剣舞・スポーツ舞踊・

　カラオケ・フラダンス　など

虚許共通　自由に出品や展示、出

演ができます。ご希望の方は、下

記までお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染症対

　策をとりながら行ないます。

※感染状況により、変更や中止と

　なる場合がありますのでご理

　解、ご協力をお願いします。

申込み・問合せ　

　赤平市文化協会

　会　長　佐藤 之彦緯32-5256

　事務局　中野 弘基緯32-3860

　　　令和４年度

　　　市民総合文化祭

　　　

　　　

日　時　10月30日蚊９時～　

場　所　総合体育館

対象者　中学生以上の市内に居

　住または勤務されている方、

　および赤平市ミニバレーボー

　ル協会に加盟登録されている

　方。ただし、中学生は責任者同

　伴のチームとする。

競　技　１チーム４名（登録は８

　名まで、試合中は女性２名以

　上、男性２名まで可）

参加料　無料

申込み　10月21日画までに参加

　申込書に必要事項を記入のう

　え、総合体育館までお申し込

　みください。

申込書設置場所　総合体育館

問合せ　社会体育係（総合体育

　　　　館内）緯33-7750

　　　第24回市長杯争奪

　　　ミニバレーボール大会　

　　　

　　　ミニバレーボール大会　

司全国地域安全運動の実施

　10月11日峨～20日牙

　「みんなで築こう、安全で安心

な大地」

司安全安心なまちづくりの日

　10月11日峨

誰もが安全で安心して暮らす

ことのできる地域社会を実現し

ましょう。

司特殊詐欺の被害防止

「詐欺電話がきたら♯9110」

「還付金があるからＡＴＭに行っ

て」、「名義貸しは違法、逮捕され

る」など、突然お金を要求する電

話がかかってきたら、一度電話を

切り、警察相談電話「♯9110」に連

絡してください。

司子どもと女性の犯罪被害防止

毅買い物や犬の散歩などの日常

　生活の中でできる「ながら見

　守り」にご協力ください。

毅防犯ブザーや防犯ホイッスル

　など、防犯グッズを携帯しま

　しょう。

恭不審物を発見した場合

普段と違う状態で置かれてい

る、厳重な包装がされている、中

から機械音が聞こえるなどの不

審物を発見した場合は、決して

触れず、安全な場所に避難した

うえで赤歌警察署に通報してく

ださい。

問合せ　赤歌警察署緯32-0110

　　　赤歌警察署からの

　　　お知らせ

　　　

　　　お知らせ

司アイヌ文化研修講座

白老町のウポポイ（民族共生象

徴空間）を見学します。

日　時　10月22日臥

　毅赤平駅前　７時20分集合

　毅赤平帰着　18時頃

※三井アウトレットパーク札幌

　北広島に立ち寄ります。

参加費　3,000円

※昼食は各自負担となります。

定　員　20名

問合せ・申込み

　ＮＰＯ法人赤平市民活動支援

　センター（コミセン別館）　

緯74-5601（13時～20時）

司美しき癒しの世界へ

　～心に響く弦楽四重奏～

日　時　11月５日臥

　13時開場・13時30分開演

会　場　

　交流センターみらい４階

演　奏

　ブルームーンストリングス

入場料　1,000円

問合せ 緯090-6440-7515（宇戸）

　　　赤平市民活動支援

　　　センターからのお知らせ

　　　

　　　センターからのお知らせ

最低賃金額　時間額　920円

効力発生日　令和４年10月２日

　北海道内の事業場で働く全て

の労働者（会社員、パート、アルバ

イトの方など）およびその使用者

に適用されます。

※精皆勤手当、通勤手当、家族手

　当、臨時に支払われる賃金およ

　び時間外など割り増し賃金は

　算入されません。

問合せ　滝川労働基準監督署　

　　　　緯24-7361

　　　北海道最低賃金の改定　　　


