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　全国の小中学生および一般の

方を対象に、９月10日の「下水道

の日」にちなみ、下水道の理解と

健全な発達に役立つことを目的

として、作品を募集します。

応募資格

焔絵画・ポスター部門、作文部門、

書道部門、新聞部門（学校・学級・

　学習）…小中学生のみ

焔標語部門…どなたでも可

締　切　10月29日画

応募先

　〒102-0074　東京都千代田区

　九段南４-８-９

　㈱日本水道新聞社

　下水道いろいろコンクール係

緯03-3264-6724

問合せ　上下水道課緯32-2218

　　　下水道いろいろコンクール　　　

令和３年度10月生を募集します。

対　象

　障がいをお持ちの求職者

訓練科目　建築デザイン科

願書受付　８月20日画

試験日　　９月10日画

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

　数学・国語・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

　　　北海道障害者職業能力

　　　開発校訓練生募集

　　　

　　　開発校訓練生募集

　広島と長崎では、原爆死没者の

ご冥福と世界恒久平和を願い、

原爆が投下された時刻に１分間

の黙とうをささげています。

　この趣旨をご理解のうえ、それ

ぞれの家庭や職場、地域でも黙と

うをお願いします。

原爆が投下された日時

広島…８月６日 午前８時15分

長崎…８月９日 午前11時２分 

　　　原爆死没者の慰霊と

　　　恒久平和祈念の黙とう

　慰霊友好親善事業は、厚生労働

省から補助を受けて実施してい

るもので、先の大戦で父親などを

亡くした戦没者の遺児を対象と

して、戦没された旧戦域を訪れ、

慰霊追悼を行なうとともに、同地

域の住民と友好親善を図ること

を目的としています。

参加費　10万円

申込み

　北海道連合遺族会

緯0166-51-1040

問合せ

　日本遺族会事務局

緯03-3261-5521

　　　戦没者遺児による慰霊友

　　　好親善事業 参加者募集

　マイナンバーカードを申請さ

れた方で、交付にあたって、日中

都合がつかない方は、下記の日の

み19時30分まで、戸籍年金係で受

け取りができます。希望される場

合は、事前予約が必要ですので、

必ず交付日の前日までにご連絡

ください。

交付日　８月19日牙

問合せ　戸籍年金係緯32-1823

　　　マイナンバーカード

　　　夜間受取可能日     

　　　

　　　夜間受取可能日     

　８月から、水道メーターの検針

および料金収納事務委託員１名

が変わりました。

　水道メーターの検針や集金に

伺いますので、よろしくお願いし

ます。

問合せ　上下水道課緯32-2218

田
たの

埜 修
おさむ

 委託員

　　　新しい水道委託員です　　　

【災害時自宅でサバイバル】

　～家にあるもの活用法～

日　時　９月７日峨18時～

場　所　コミセン別館

講　師　北海道防災マスター

　　　　白取 伸司 氏

参加料 無料

申込期限 ９月３日画

※参加された方には、プレゼント

があります。

※新型コロナウイルス感染症拡

　大の影響により中止となる場

　合があります。

申込み・問合せ

　ＮＰＯ法人赤平市民活動支援

　センター（コミセン別館）

緯思74-5601（緯13時～20時）

　　　まちなか公民館講座　　　

【初心者のためのワード2019】

対　象

文字入力・マウス操作ができる方

日　時

　９月28日峨～10月28日牙

　火曜日と木曜日の計10回

　18時30分～20時00分

場　所

　スキルアップセンター空知

　（滝川市流通団地３丁目６番

　23号）

定　員　12名（６名未満は中止）

内　容

　文書の作成や編集、印刷、表の

　作成、画像の挿入など。基本的

　な機能と操作方法。

受講料　13,500円

募集締切　９月14日峨

※新型コロナウイルス感染症の

拡大防止に配慮し実施します。

※都合により、日程・内容などを

　変更することがあります。

申込み・問合せ

　スキルアップセンター空知

　緯24-1880　

　　　スキルアップセンター

　　　空知一般住民講座

　　　

　　　空知一般住民講座
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　　　こちらは随時募集中！

　　　（新規・住み替え）　

　　　

　　　（新規・住み替え）　

■青葉団地　６戸（３ＬＤＫ）

以下の団地につきましては、

若干戸の募集あり。

■新光西・新光東・新光・春日第

　二・若草・朝陽台・若木・白樺第

一・白樺第二・豊栄・昭和・宮下東

■山手・新町末広・福栄・東大町

■若草団地（身体障がい者住宅

　車イス対応　要件あり）

■市有（美園・豊丘）

問合せ　住宅係緯32-1820

住宅 Ｉｎｆｏ

市営住宅

　　　市営住宅入居者募集

　　　（新規・住み替え）

　　　市営住宅入居者募集

　　　（新規・住み替え）

　　　　　　

　　　（新規・住み替え）　　　（新規・住み替え）　　　（新規・住み替え）

■春日第二団地

　Ｂ-10-６-１号室(３ＤＫ）

■宮下東団地　402号室(３ＤＫ)

■青葉シルバー　

　ジュ-22号室（１ＬＤＫ）

■新光団地２号棟　

　201号室（２ＤＫ）

■福栄団地１号棟

　405号室（２ＬＤＫ）

■福栄団地２号棟

　304号室（２ＬＤＫ）

■福栄団地４号棟

　108号室（３ＬＤＫ）

■東大町ＨＯＰＥ'95

　201号室（１ＬＤＫ）

煙応募者多数の場合は抽選

煙特定入居および優先地域あり

煙家賃は世帯の収入によります

受付期間　８月２日俄～11日我

抽選日　　８月12日牙【非公開】

※入居の申し込みにつきまして

は、新型コロナウイルスの感染

防止および拡散防止のため、

　窓口にお越しいただかなくて

　も電話にて対応可能ですが、

　書類審査の際に電話でお聞き

　した内容と市営住宅の入居要

　件が適合しない場合は入居許

　可ができませんのであらかじ

　めご了承ください。

【①第４回危険物取扱者試験】

試験日　９月19日蚊

試験地（種類）

　甲種・乙種（第１～６種）・丙種

　　…札幌市

　乙種（第１～６種）・丙種

　　…岩見沢市ほか

書面申請受付

　８月13日画～８月20日画

電子申請受付

　８月10日峨～８月17日峨

【②第５回危険物取扱者試験】

試験地（種類）

　甲種・乙種（第１～６類）・丙種

　　…旭川市ほか

【③第３回消防設備士試験】

試験地（種類）

　甲種（第１～５類）・乙種（第１

　～７類）…旭川市ほか

【②・③共通】

試験日

　10月17日蚊

書面申請受付

　８月30日俄～９月６日俄

電子申請受付

　８月27日画～９月３日画

問合せ

　赤平消防署保安係・予防係

緯32-3181

　　　　　　　　危険物取扱者試験

　　　消防設備士試験
　　　　　　　　危険物取扱者試験

　　　消防設備士試験

夏の海、少しの油断が事故のもと

　～水難事故を防ぐために～

毅指定された遊泳区域内で泳ぐ

毅子どもから目を離さない

毅体調不良時や飲酒後は泳がない

毅釣りをするときは、必ず救命胴

　衣を着用する

毅水上オートバイで遊泳区域に

　入らない

問合せ　赤歌警察署緯32-0110

　　　赤歌警察署からの

　　　お知らせ

　　　

　　　

　堤防除草で発生する刈草を家

畜の敷きわらや、堆肥化して家庭

菜園などに再利用していただけ

る方を募集します。

配布時期　８月下旬頃

配布場所　

　空知川河川敷（豊橋付近）

募集期間　８月13日画まで

募集方法

　事前に申し込みが必要です。

　詳しくは、空知川河川事務所

ホームページをご覧になるか

下記にお問い合わせください。

問合せ

　空知川河川事務所河川課

　緯0124-24-4111

  

  ホームページは

　　コチラから閣

　　　堤防刈草の無料配布　　　

第一次試験　９月19日蚊

採用予定人数　  　220名程度

  男　性　Ａ区分　 40名程度

　　　  　Ｂ区分　125名程度

  女　性　Ａ区分　 15名程度

　　　  　Ｂ区分　 40名程度

受付期間

　８月20日画17時30分まで

申込み

　北海道警察本部採用センター

　ホームページから電子申請

※採用説明会の案内は、北海道警

察ホームページや北海道警察

採用センターのSNSをご覧くだ

さい。

問合せ

　赤歌警察署緯32-0110

　北海道警察採用センター　　

緯0120-860-314

ホームページは

　　コチラから閣

　　　令和３年度第２回

　　　北海道警察官採用試験　

　　　

　　　北海道警察官採用試験　


