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　　　東公民館中期講座

【リンパマッサージ】

　手軽にできる全身リンパマッ

サージで身体をリセットし、肩こ

り、首、頭、足のむくみ、フェイス

ラインもスッキリしませんか。

日　時

　11月10日我～12月１日我の毎

　週水曜日（全４回）

　13時30分～15時

会　場　東公民館１階研修室

定　員　15名

講　師　勝瀬 美沙 氏

　(滝川市/有限会社たちばな）

持ち物　タオル・飲み物

【リズムウォーキングで気軽に

楽しく健康に！】

　運動不足を解消し、音楽に合わ

せて体を動かす喜びを味わって

みませんか。　　　　

日　時

　11月12日画～11月26日画の毎

　週金曜日（全３回）　　　　　

　13時30分～15時

会　場　東公民館１階講堂

定　員　15名　　　　　　

講　師　佐藤 敬司 氏

　(北海道エアロビック連盟　

　道北支部長）　　　　　

持ち物

ヨガマット(大きめのバスタオ

ル可)・汗拭きタオル・飲み物・

　運動靴　　　　　　　　　　

【申込み】

　東公民館緯33-7537

　　　

　道路の下に埋設されている配

水管（水道本管）から分かれた給

水管と、ご家庭の止水栓、水抜き

栓、蛇口などは、建物の所有者の

財産であり、管理は所有者（使用

者）でしていただくものです。そ

のため、水道メーターで計量した

水量に漏水分が含まれていても、

その水量に対する水道料金など

は、原則として使用者にお支払い

いただくことになります。

　漏水や故障の早期発見のため、

月に数回はメーターを確認する

ようにしましょう。

問合せ　上下水道課緯32-2218

　　　月に数回はメーター確認

　　　をしましょう

　　　

　　　をしましょう

　マイナンバーカードを申請さ

れた方で、受け取りにあたって日

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　10月21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　

　　　

　　　受取可能日　

　令和３年７月から公的インフ

ラとして電話リレーサービスが

開始しています。

　電話リレーサービスとは、聴覚

障がい者や発話困難者（以下、聴

覚障がい者など）と聞こえる人の

会話を通訳オペレーターが、手話

または文字と音声を通訳するこ

とにより、電話で即時双方向につ

ながることができるサービスで

す。24時間・365日、双方向での利

用、緊急通報機関への連絡も可能

です。

　なお、聴覚障がい者などの方が

サービスを利用するためには、

利用者登録が必要になります。

問合せ

　電話リレーサービス提供機関

　（一般財団法人　日本財団　

　電話リレーサービス）

緯03-6275-0910

思03-6275-0913

糸info@nftrs.or.jp

※詳しくはホームページをご覧

　ください。

ホームページは

　　コチラから閣

　　　電話リレーサービス　　　

　緊急事態宣言の発令により休

館していました市民プールは、

９月末日をもって今年度の営業

を終了しました。

　未使用分の回数券をお持ちの

方は、還付いたしますのでご連絡

ください。

問合せ　総合体育館緯33-7750

※詳しくはホームページをご覧

　ください。

　ホームページは

　　コチラから閣

　　　赤平市民プール回数券

　　　（未使用分）の還付

　　　

　　　（未使用分）の還付

　エゾシカ狩猟期間中（10月１日

画～令和４年３月31日牙）は、多

くの狩猟者が道有林へ入林しま

す。事故防止のため、この期間の

狩猟目的以外での入林はお控え

ください。

　エゾシカによる森林などの被

害を低減するため、皆様のご理解

とご協力をお願いします。

問合せ　空知総合振興局森林室

　　　　緯0126-22-1155　

　　　狩猟期間中における道有

　　　林への入林自粛のお願い

　　　

　　　林への入林自粛のお願い

試験日　11月14日蚊

試験地（種類）

　甲種・乙種（第１～６種）・丙種

　　…札幌市ほか

　乙種（第１～６種）・丙種

　　…滝川市ほか

書面申請受付

　10月７日牙～10月14日牙

電子申請受付

　10月４日俄～10月11日俄

問合せ

　赤平消防署保安係緯32-3181

　　　　　
　　　第６回危険物取扱者試験　　　第６回危険物取扱者試験
　　　　　
　　　第６回危険物取扱者試験
　　　　　

　赤平市在住の知里 希美代様か

ら、あかびら市立病院へ本46冊の

寄贈をいただきました。

　ありがとうございました。　

　　　あかびら市立病院への

　　　寄贈

　　　

　　　寄贈
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【コロナに負けるな運動講座】

～楽しく体を動かそう～

日　時　10月17日蚊10時～

場　所　

総合体育館サブアリーナ

講　師

健康運動指導士 半田 拓也 氏

持ち物　タオル・飲み物

参加料　無料

申込期限　10月15日画

※新型コロナウイルス感染症拡

　大の影響により中止になる場

　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　　　

　　　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　７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・若草・

　春日第二・朝陽台・春日第三・

　白樺第一・白樺第二・元町東・

　昭和・若木・宮下東・新町末広・

　福栄団地

■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-14-２-２号室(２ＤＫ）

■春日第三団地　

　Ｂ-７-２号室（３ＤＫ）

■幸団地１号棟シルバー

　201号室（２ＤＫ）

■新町末広（２）団地　

　17-１-２号室（２ＤＫ）

■福栄団地１号棟

　305号室（２ＬＤＫ）

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　10月１日画～11日俄

抽選日　　10月12日峨【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。

【全国地域安全運動の実施】

　10月11日俄～20日我

子どもの犯罪被害防止

「いかのおすし」の防犯標語に

よる指導、登下校の見守り、日常

生活の中で出来る「ながら見守り」

を行なう。

女性の犯罪被害防止

夜はできるだけ、人通りが多く

明るい道を歩き、スマートフォン

を見ながらの「ながら歩き」は周

囲の状況が分かりにくくなるの

で注意する。

特殊詐欺の被害防止

　家族で連絡を取り合い、詐欺に

関心を持ち「自分もだまされるか

もしれない」という心構えをして

詐欺の電話があった場合は、落ち

着いて対応する。

【ヒグマによる人身被害の防止】

　冬眠に備え活動が活発になる

季節ですので注意しましょう。

毅出没情報などに気を付ける

毅複数で行動し、音で人の存在を

知らせる

毅残飯や生ごみの処理には注意

　する

毅フンや足跡など、痕跡を見つけ

たら、すぐに引き返す

毅落ち着いて行動する

　　　　　　　　赤歌警察署からの

　　　お知らせ
　　　　　　　　赤歌警察署からの

　　　お知らせ

【自賠責 切れていませんか】

　自賠責保険・共済は、原動機付

き自転車を含む全ての車、バイク

に加入が義務づけられており、加

害者の賠償責任を担保すること

で、被害者の基本的な賠償を保障

する制度で、救済を目的としてい

ます。

　一人ひとりが自賠責制度の役

割や重要性、仕組みなどを十分に

理解、認識することが大切です。

※自賠責保険・共済未加入での運

行は法令違反です。

問合せ

　国土交通省　北海道運輸局

　札幌運輸支局緯011-731-7167

　　　自賠責保険・自賠責共済

　　　のご案内

　　　

　　　のご案内

　見たこと、感じたことを、原則

五七五にして季語を一つ入れて

投稿してください。

日　時　10月18日俄12時～

選　者　

  金行 康子 氏（アカシヤ同人）

締切り　10月10日蚊

※選考のうえ、後日結果を連絡さ

せていただきます。

投稿先・問合せ

　北村　享司　

緯090-2696-7078

　〒079-1273

　赤平市百戸町３丁目24番地

　　　第71回市民俳句大会　　　

最低賃金額　時間額　889円

効力発生日　令和３年10月１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　　　


