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【入林、山菜採りの心構え６カ条】

臼行き先を必ず家族などに知ら

せる。また、山林に入る場合は

所有者の承諾を受ける。

渦単独での入林は避ける。

嘘目立つ服装で入林する。

唄通信手段や笛、ラジオ、非常食、

目印用テープ、懐中電灯などを

携行する。

欝造林用作業道には入らない。

蔚迷ったらむやみに動き回らず、

警察署に連絡する。

【有毒植物による食中毒に注意】

　誤って有毒植物を食べてしま

うと食中毒になり、命に関わる

場合もあります。

毅食用だと判断できない山菜は

　絶対に食べない。

毅判断に迷う場合は、専門家や

最寄りの保健所および研究機

関などに問い合わせる。

【クマに遭わないために！】

焔クマの足跡やフンを見つけた

　ら、すぐ引き返す。

焔薄暗い早朝や夕方、濃霧時、降

　雨時の入林は避ける。

焔単独での入林は避ける。

焔鈴など音の出るものを鳴らし

　人の存在をクマに知らせる。

焔ごみは、クマを引き寄せるの

　で、必ず持ち帰る。

問合せ　林業係緯32-1842

入林時の注意

【狩猟試験】

日　時　８月７日蚊９時～

会　場　空知総合振興局

受付期間　６月22日我より

受付時間  平日９時～17時

受付先　空知総合振興局

　　　　緯0126-20-0043

【狩猟試験予備講習】

日　時

　７月31日蚊９時～16時30分

会　場

　岩見沢市民会館まなみ～る

　多目的室臼渦嘘

受講料（テキスト代含む）

焔第１種・第２種　11,000円

焔網・わな　各8,250円

焔網・わな（２種類）11,000円

焔第１種・第２種と同時に網・わ

　なを受講（２種類）　13,750円

受付期間

　６月16日牙～７月21日牙

受付時間　火曜日・木曜日

　　　　　９時30分～16時30分

受付先　空知猟政協議会

　      緯0126-24-1111

※試験、講習とも定員40名。

狩猟を始めようと

する方へ

　次の日程で開催予定です。

日　程

６月14日峨開会(議案の上程・

提案理由の説明など）

６月15日我休会（常任委員会）

６月16日牙一般質問

６月17日画一般質問・委員長

報告・質疑・討論・採決・閉会

場　所

　議事堂傍聴席（市役所３階）

※日程が変更になる場合があり

ますので、事前にお問い合わせ

ください。

問合せ　議会事務局緯32-1858

第２回定例会を

傍聴しませんか

日　時　６月26日蚊

集合時間　９時30分

開始時間　10時10分

集合場所　総合体育館

コース　市内特設コース

（ニュースポーツ体験コース・

３㎞コース・６㎞コース）

いずれかを選択してください。

準備するもの

　運動できる服装・上靴（雨天時）

※終了後、景品抽選会があります。

※雨天時はニュースポーツなど

を総合体育館で実施予定。

申込み

総合体育館に設置している申

込書にてお申し込みください。

申込期間　６月19日蚊まで

問合せ　総合体育館緯33-7750

　　 北翔大学連携事業

市民スマイルウォーキング
　　

　総務省では６月10日までを「電

波利用環境保護周知啓発強化

期間」と定め電波利用に関する

ルールの周知・啓発活動を行な

います。

　総務省北海道総合通信局では

電波の使われ方を監視し、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、お問い合わせください。

問合せ

　総務省北海道総合通信局

緯011-737-0099

　受付時間　８時30分～17時

　（12～13時、土・日・祝日を除く）

　　 ６月１日は

「電波の日」です
　　

　青少年のリーダー養成を目的

とした「ふるさと少年教室」を開

講します。

　参加を希望される方は、６月

10日画までに、社会教育係まで

参加申込書をご提出ください。

※参加申込書は、学校を通じて各

ご家庭に配布しています。

※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。

日　時

　第１回目　６月25日臥

　※全５回実施予定。

参加対象

　小学４年生以上の児童

　※詳しくは配布チラシをご参

　　照ください。

問合せ　社会教育係緯32-1822

ふるさと少年教室の

開講について

　先の大戦における戦没者に対

し哀悼の意を表するとともに、平

和への誓いを新たにするため、追

悼式を実施します。なお、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止の

ため、一般参列者の入場はできま

せんのでご了承願います。

日　時　７月13日我10時

問合せ　地域福祉係緯32-2216

赤平市戦没者追悼式の

開催について
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赤平市または赤平市近隣市町

に居住されている健康な方で、

自家用車での検針業務および

集金などが可能な方

業務内容

水道メーターの検針、納付書

配布、集金など個人の委託契

約となり、市水道事業の一部

を請け負う

報　酬　月152,130円

※２カ月間見習い期間として７

割支給。健康保険、厚生年金、

雇用保険の三法および交通費

の支給はありません。

提出書類

　写真付き履歴書１部

　（市販様式で可）

委託期間

　８月１日俄から（予定）

問合せ

　上下水道課管理係緯32-2218

検針員、料金徴収委託員

の募集

　いじめや不登校、体罰などの

学校教育に関する悩み、子育て・

しつけなど家庭教育に関する悩

みなど相談してください。

電話相談　緯0120-3882-56

　　　　（無料、毎日24時間対応）

メール相談

sodan-center@hokkaido-c.ed.jp

※急ぎの場合は電話相談を利用

してください。

来所相談　10時～16時

　子ども相談支援センター

　札幌市中央区北３条西７丁目

　道庁別館８階

※平日のみ。

※上記の電話相談で予約してく

ださい。

※センターのホームページに、

「子ども相談支援センターへの

相談事例」を掲載しています。

  ホームページは

    こちらから駒

子ども相談支援センター

相談窓口のお知らせ

【ズンバ教室】

　ラテン系音楽にのって踊る人

気上昇中のダンス系エクササイ

ズです。リズムの緩急があり、効

果的にカロリーを消費できます。

楽しく踊って、すっきりボディを

目指しましょう！

日　時

　６月17日画～７月22日画

　毎週金曜日(全６回)

　14時～15時30分

会　場　東公民館１階講堂

定　員  20名

受講料　無料

講　師　加川 美智子　氏

　（旭川/かがわダンススクール）

持ち物

動きやすい服装・運動靴・ヨガ

マットかバスタオル・汗拭き

タオル・飲み物

申込み　東公民館緯33-7537

【造花で作るフェアリードール】

　プレゼントにも喜ばれる、造

花を使ったお花の妖精を作って

みませんか。

日　時　６月21日峨

　　　　13時30分～15時30分

会　場　東公民館（第２会議室）

定　員  ６名

受講料　材料費　２体分500円

講　師　八木原 まき子　氏

  （美唄/カービング教室 リラ）

持ち物　先がよく切れる小さめ  

　 のハサミ（糸きりハサミ可）

申込み　東公民館緯33-7537

東公民館健康事業

東公民館上期講座

企業の採用担当のみなさんへ

令和５年３月新規学校卒業者（中

学・高校）の求人は、６月１日我か

ら受け付けを開始します。

　新規学校卒業者の多くは地元で

の就職を希望していますが、地元

企業の求人公開の遅れから、多く

の若い人材が地元を離れて就職し

ています。

　早期に採用計画を立て、ハロー

ワークへ求人申し込みをされます

ようお願いします。

選考日程

毅新規高等学校卒業者

推薦（紹介）開始…９月５日俄～

選考・採用内定開始

　　　　　　　　…９月16日画～

毅新規中学校卒業者

推薦（紹介）・選考・採用内定開始

　　　　　　　　…12月１日牙～

問合せ　

　ハローワーク滝川　

　学卒担当緯22-3416

　　
新卒求人の申込は

ハローワークへ
　　

　赤平幼稚園では入園前から就

学前のお子さんを対象に、「子育

てひろば」を開催しています。幼

稚園でみんなと一緒に遊びませ

んか。

対　象

　平成28年４月２日～令和２年

４月１日に生まれた幼児

日　時

　７月20日我　10時～11時30分

毅動きやすい服装・上靴をご用

意ください。

毅利用の際は親子ともにご家庭

で検温を行ない、発熱・咳・鼻

水などの風邪の症状がないこ

とを確認してご参加ください。

毅保護者の方はマスクの着用を

お願いします。

※新型コロナウイルス感染症拡

大に伴い、中止となる場合が

あります。前日または当日に

お問い合わせください。

問合せ　赤平幼稚園緯32-2416

赤平幼稚園

「子育てひろば」

日　時　６月14日峨

　　　　18時30分～19時30分

場　所　コミセン別館

講　師　ジャリーワンダー代表

　　　　田伏 清己　氏

参加料　500円

申込期限

　６月10日画（定員15名）

申込み・問合せ

　NPO法人赤平市民活動支援セン

　ター緯74-5601(13時～20時)

話し方講座

～伝える事の楽しさ～


