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認定こども園なかよし 第一回発表会
１１月１７日（土）、認定こども園なかよしにおいて、第一回発表会が開催されました。
大勢の保護者の前で緊張してしまった様子の子もいましたが、開園後初となる発表会に向け毎日一生
懸命練習を積み重ねてきた踊りや劇、合唱、楽器を、真新しいステージで披露していました。

「MOA美術館奨励賞」「海老沢賞」を受賞

左

浦臼小学校５年の内藤彩羽さんと魚本つぼみさんが、「第２６回ＭＯＡ美術館砂川歌志内広域児童作
品展」と「第１６回國學院大學北海道短期大学部作文・創作文芸コンテスト」でそれぞれ最高賞である、
「MOA美術館奨励賞」と「海老沢賞」を受賞しました。
内藤彩羽さん
右
第１６回國學院大學北海道短期大学部
作文・創作文芸コンテスト
作文部門 海老沢賞受賞
「大好きな姉とわがままな妹」
魚本つぼみさん

ずっととりたいと思っていた憧れ
の賞をとれて、びっくりしたけど
とても嬉しかったです。難しい「四
季」という字だったけど、一番太
く大きくなるように気を付けて書
きました。これからも書道を続け
ていきたいです。

こういった表彰をされるのは初め
てだったので嬉しかったけど、表
彰式はとても緊張しました。テー
マが「家族」と聞いてからこの内
容で書こうと決めていました。来
年もまた応募したいです。

魚本つぼみさん

第２６回ＭＯＡ美術館
砂川歌志内広域児童作品展
書写の部 奨励賞受賞
「四季」
内藤彩羽さん

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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中学生による地域活性化イベントが開催されました
１１月９日（金）、農村センターにおいて浦臼中学校の生徒による浦臼町活性化イベントが開催され
ました。このイベントは総合学習の一環で、美術館企画グループとDIY企画グループによる町内の自然
をテーマにした作品の展示や、イベント企画グループによるライブが行われ、生徒はこの日のために制
作・練習した成果を披露していました。

浦臼小学校児童会から
日本赤十字社へ募金が送られました

秋の火災予防啓発演習が
実施されました

今年の学芸会で児童会による募金活動が行わ
れ、集計の結果、過去最多となる７万１４５４
円が集まりました。この募金は児童会副会長の
明日見太陽君の発案で行われ、集まったお金は
胆振東部地震の義援金として被災地へ送られま
した。児童会長の土橋果林さんは、「今回の募
金は、自分たちも被災して苦しい気持を共有し
たからこんなに集められたと思う」と話してい
ました。

１０月３１日（水）、認定子ども園なかよし
と郷土史料館において秋の火災予防啓発演習が
実施されました。今回の啓発演習は、職員によ
る避難訓練と消防団員による放水訓練が行われ
ました。

ゴミは、分別して出しましょう!!
３
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〜 子育てのお悩みありませんか？ 〜
子育て世代包括支援センター（保健センター）では、月１回育児の悩みやストレスの軽減を目的に光
が丘子ども家庭支援センター相談員による育児相談を行っています。高校３年生までのお子さん・お孫
さんが対象であり、相談中は保育士による託児も行っています。些細なお悩み事でも構いませんので、
お気軽にご相談ください♪
【日

時】 平成３０年１２月１２日（水）９時３０分〜１２時３０分
＊心理判定員による発達相談を行うこともできます。
平成３１年１月１５日（火）１３時〜 1６時（乳幼児健診と同日実施）
平成３１年２月２７日（水）９時３０分〜１２時３０分
平成３１年３月１９日（火）１３時〜 1６時（乳幼児健診と同日実施）
【料 金】 無料
【申込み】 子育て世代包括支援センター（保健センター）に電話等で１週間前を目安にお申し込みく
ださい。

光が丘子ども家庭支援センターとは…
子どもと家庭の問題や悩みについて、２４時間・無料で相談を受け付けています。必要に応じて
相談員や心理判定員によるカウンセリングや心理・知的検査なども行っています。秘密は守られま
すので、お気軽にご利用ください。
【電話】：０１２６−２２−４４８６ 【メール】：kodomo@hikarigaoka.or.jp

【お問い合わせ】
浦臼町 保健センター内 子育て世代包括支援センター（子育て支援係）
電 話： ６９−２１００

〜アンケートのお願いについて〜
保健センターでは、町の健康づくりに関する方針を示す「第２次健康うらうす２１」を平成２８年度
から平成３４年度までを計画期間として保健事業を実施しています。
今年は計画実施3年目と中間の年にあたり、これまでの取組を振り返り、今後の健康課題や健康づく
りの参考とさせて頂くため、２０〜７４歳の町民の方々から８００人を無作為抽出しアンケートをお願
いしています。
締切は １２／１８（火） となっています。
ご自宅にアンケートが届いている方は、ご協力よろしくお願いします。

お問い合わせ：保健センター 保健指導係
電話 ６９−２１００

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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〜

快適で安全な冬の暮らしのために〜

除排雪作業にご理解とご協力を!!
浦臼町では、午前３時の時点で１５㎝以上の降雪がある場合に除雪作業を行いま
す。また、大雪や吹雪による視界不良の時には、除雪作業が間に合わずご迷惑をお掛
けすることがありますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【玄関先の雪処理はみなさんの手で】
町では、多くの町道や施設の除雪をしなければなりません。そのため除雪後の玄関や車庫前の残雪は、
みなさんの手で取り除くようご協力をお願いします。

【車道・歩道に雪を出さない】
除排雪の作業前に車道や歩道へ雪をかき出すことは、大変危険ですし、除排雪作業の妨げになります
ので、おやめください。

【路上駐車は絶対にしない】
除雪作業の中で、特に支障となるのが「路上駐車」です。除雪作業の妨げになるばかりでなく、
緊急車両等の通行にも支障をきたす場合もあり、近所のみなさんや町内会に大変な迷惑をかけてしまい
ます。
「路上駐車は絶対しない！させない！」ようご協力をお願いします。

【深夜・早朝作業にご理解を】
町民のみなさんの通勤通学までに除雪作業を完了させるため、深夜から早朝に作業を行います。騒音
等でご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

【除排雪等に関する問い合わせ】
町道〜建設課管理係 ℡６８−２１１３
除雪センタ− ℡６７−３０３３
国道〜北海道開発局滝川道路事務所
℡２２−４１４７

道道〜《奈井江浦臼線》
奈井江町まちなみ課土木係
℡６５−２１１６
《浦臼停車場線・美唄浦臼線》
建設課管理係
℡６８−２１１３

ご融資金利

年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％

他金融機関、クレジット、消費者金融で

借換もOK

ご利用中のローンの

（固定金利・保証料含む）（平成２７年４月１日現在）

ふれあいを大切にする

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

北門信用金庫

浦臼支店

http://www.shinkin.co.jp/hokumon/

TEL ６８−２０１１

買物は町内商店で買いましょう!!
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※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。
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年末年始のお休み
名
浦

臼

称
町

役

休

業

日

名

場

歯

１２月２９日（土）〜１月６日（日）

農 村 セ ン タ ー

所 １２月２９日（土）〜１月３日（木）

１２月２７日（木（
）市街地区）
１２月２６日（水（
）農村地区）

ごみ収集年始開始日

１月７日（月）
１月９日（水）

１２月２９日（土）１７：００〜
１月５日（土）

町

１２月２９日（土）〜１月６日（日）
１２月２６日（水）〜２８日（金）各日正午まで

所

日

ごみ収集年内最終日

Ｂ＆Ｇ海洋センター
療

療

業

クリーンプラザくるくる
１２月３０日（日）〜１月３日（木）
（広域ごみ処理施設：砂川市）

地域包括支援センター

診

診

休

一般廃棄物最終処分場 １２月２８日（金）〜１月６日（日）

保 健 セ ン タ ー

立

科

称

（市街地区）
（農村地区）

年末年始の各証明書の発行について
１２月２９日から１月６日までと年末年始休業が長期となることから、１月４日（金）の午前８時３
０分から正午までの間、下記の交付業務のみを行います。交付を希望される方は下記の持参する物をお
持ちの上、住民係窓口へお越しください。
交付できる物
・住民票 ・印鑑登録証明書 ・戸籍
持参する物
・申請者の身分証（運転免許証や顔写真付きのマイナンバーカード・住民基本台帳カード等は１点
保険証等や診察券であれば氏名・生年月日が記載された物を２点以上）
・印鑑登録証（印鑑登録証明書の場合のみ）
・手数料（住民票１通３００円 印鑑登録証明１通４００円 戸籍謄・抄本１通４５０円 除籍謄・
抄本１通７５０円）お釣りのないようにお願いします。
※住民票は本人及び同一世帯の方への交付となります。それ以外の方が申請する場合は委任状をご持参
ください。
※戸籍は直系の方への交付となります。それ以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
※戸籍届出（出生、死亡、婚姻、離婚等）は年末年始の休み中でも午前８時３０分から午後５時まで日
直で受け付けています。（役場正面右側通用口より）
※転出・転入等の異動届けは受付していません。

はじめまして！
ひ

もろ

日

諸

たすく

佑くん

平成３０年１０月１５日生（晩生内第１）

保護者
日諸

雄人 さん
好美 さん

一言 強くて優しい子に育ってね

元気にあいさつをしましょう!!
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平成３０年度浦臼町中小企業振興資金利子補給制度
浦臼町では、中小企業者に対する支援対策の一環として資金の融資を受けた中小企業者に対し利子補
給による補助を行うことにより事業活動への援助を行い、持続可能な商工業の振興・発展を図ることを
目的として、利子補給を実施します。
◆利子補給対象者
（１）浦臼町商工会の会員である者
（２）町内に店舗等を有し同一事業を引き続き１年以上営んでいる者
（３）町税を完納している者
◆対象事業資金
（１）中小企業者が必要な運転資金、設備資金で、
○中小企業融資制度に基づき融資を受けた資金（以下「制度資金」という）。
○町内の金融機関から借り入れた資金
◆利子補給の対象期間
（１）平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日の間において支払った利子
◆利子補給の交付額
（１）年利率５％を上限として、
○制度資金は年利２％を超える利率の額
○町内の金融機関からの資金借り入れは年利２.５％を超える利率の額となります。
◆利子補給の申請
（１）この利子補給を受けようとする者は、下記関係書類を平成３１年１月３１日（木）までに
浦臼町商工会へ提出してください。
提出書類

○補助金交付申請書兼実績報告書
○金融機関の証明（支払利子額がわかる取扱金融機関の証明書）
○直近１年間の町税の納税証明書

上記制度に関する問い合わせ先
浦臼町役場産業振興課商工観光係

℡６８−２１１４

浦臼町商工会

℡６７−３３３１

奈井江・浦臼消防からのお知らせ
平成３１年浦臼消防出初式に伴い、防災無線による
消防団員招集サイレンを吹鳴いたしますので火災とお
間違えのないようお願いいたします。
サイレン吹鳴日時：１月７日（月）１２時５０分〜
出 初 式 実 施 場 所：浦臼町役場庁舎前

振り込めサギには十分注意しましょう！
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町税の納期のお知らせ 第４期納期限 １２月２５日（火）まで
町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、６月１１日発送の納付書で、納期限
までに納付願います。既に口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落としをいたしま
す。
やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限前に必ず役場税務係までご相
談願います。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預
貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
〈納付の方法〉
○口座振替による納付
北門信用金庫浦臼支店、ピンネ農業協同組合浦臼支所及びゆうちょ銀行で口座振替による町税の
納付ができます。納税通知書、通帳及びその通帳の届出印を金融機関の窓口にご持参の上、お手続
きください。
ゆうちょ銀行で口座振替の手続きをなされる場合には、申込書の「払込先」欄に以下のとおりご
記入願います。
加入者名：浦臼町役場
口座番号：０２７８０−９−９６０２２７
払 込 日：毎月末日
口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め忘れも防ぐことができますのでとても便利
で安心です。
○納付書による納付
北門信用金庫、北海道銀行及び北洋銀行の各支店窓口又はピンネ農業協同組合浦臼支所又は浦臼
町役場出納窓口でお支払いください。
なお、ゆうちょ銀行では納付書による納付はできませんのでご留意願います。
●お問い合わせ：役場 くらし応援課 税務係（６８−２１１２）

〜年末の犯罪や交通事故の防止！〜
◎家は戸締まり、車はキーを抜いて施錠を！
家、物置、車庫などの施錠は確実に！
この時期は、車上荒らし、タイヤ盗が増加する他、農機具や除雪機などが盗まれる事件も発生します
ので、保管や管理には注意を！
◎特殊詐欺の被害防止！
息子や孫を名乗る者が「風邪を引いている」
「携帯電話の番号が変わった」
「トラブルに巻き込まれた」
「会社の金をなくした」などと、言葉巧みに電話で現金を要求してきたら、それは詐欺です。
特に「消費料金に関する訴訟最終通告」などの架空請求のハガキには注意しましょう！
◎交通事故防止！
積雪、アイスバーン、吹きだまりなど冬道は危険がいっぱいです。
ドライバーの皆さんは、車間距離の保持、スピードダウンはもちろんのこと、気象状況、路面状況に
も注意した安全運転を心掛けましょう。
歩行者の皆さんは、明るい色の服装、夜行反射材を着装するなどして、交通事故に遭わないように気
を付けましょう。
飲酒運転は、悲惨な交通事故を引き起こす悪質、危険な行為です。
また、飲酒運転は、運転者だけではなく、周りの人にも重い処罰が待っています。
砂川警察署
５４−０１１０

交通安全を心がけ事故の無いよう努めましょう！
8

KOUHOU
URAUSU
H30.12
浦臼町歯科診療所

健

康

便 り

皆さんこんにちは。浦臼町歯科診療所所長の木津です。
今回、歯科の立場からみた健康生活のポイントについてお話する
機会を頂きましたので、少々お付き合いくださいませ。
日本人の平均寿命が男性でも８０歳を超えた現在、誰もが生涯健
康で過ごしたいと考えていると思います。しかしながら、実際には
何らかの介護を必要とする期間が平均で１０年前後あると言われて
います。年齢を重ねるとともに、身体のいろいろな機能が衰えてい
くのは自然な現象ですが、その衰えるスピードを少しでも遅くする
ことは可能なのです。数多くの研究から、元気に長生きするために
は以下の三つの要素が大切だということがわかってきました。一つ

浦臼歯科診療所所長

木津先生

は「栄養」、二つ目は「運動」、そして三つめが「社会参加」です。この三要素は「健康長寿の三本柱」
とも言われていますが、「歯」というのはこのすべてに深く関わっているのです。
歯を失っていくとしっかり噛めないので、十分な栄養を摂ることが難しくなってきたり、消化器官の
負担を増やしてしまったりします。栄養が不足してくると全身の筋力や噛む力も衰えてきてますます噛
めなくなる悪循環に陥ります。噛むことが減ると脳への刺激や血流も減少し、認知症のリスクも上がっ
てきます。恐ろしいことですね。また、嚙み合わせがしっかりしていないと運動するにも力が入らなか
ったり、バランスが悪くなったりします。場合によっては背骨や腰に異常をきたすこともあります。他
にも、見える場所の前歯などが無かったりすると、うまく話ができなかったり、見た目の悪さから外へ
出る機会を減らしてしまったりします。そんな状態が長く続くとどうなってしまうでしょうか？
歯を失う原因の多くは虫歯と歯周病です。この二つを予防できればかなりの確率で歯を長く残すこと
が可能になります。虫歯も歯周病も細菌による感染症ですから、菌をなくせば良いのですが、残念なが
らお口の中を無菌状態にすることはできません。しかし、菌を減らすことは可能なのです。具体的には、
家庭での歯ブラシと歯科医院での定期的なクリーニングです。要は「お手入れ」が重要ということです。
庭や草花、家や車など、どんなものでも愛情をもって「お手入れ」してあげると長持ちするものです。
人の身体も例外ではありません。
「歯磨きしてるのにいつも虫歯ができる！」という話を聞くことがありますが、歯ブラシだけではど
うしても磨き残しがあるので、虫歯や歯周病の予防には不十分なのです。菌は一般的に３か月で増殖し
やすい環境（バイオフィルム）を作り上げていきます。これは私たちの目に見えるものではありません。
ですから、個人差はありますが概ね３〜６か月に一度は専門的なクリーニングを受けることが、最も効
果的な予防方法と考えられています。定期的に歯科医院に通った人は、通わなかった人に比べて１０年
間で失った歯の本数が約１／７だったというデータもあります。
歯科医院というのは「何か問題が起こってから行くところ」「治療のためにいくところ」、という考え
の方が多いとは思いますが、歯を長持ちさせるためには、「何も問題がないときにこそ行くところ」
「歯
のお手入れに行くところ」
、と考えて欲しいのです。虫歯も歯周病もなかなか症状（痛みや腫れなど）
が出てこない厄介な病気です。自分では問題が無いと思っていても秘かに進行している場合が少なくあ
りません。
「歯」を長持ちさせることは健康長寿への第一歩です。まずは自分の現状をきちんと把握して、
是非「歯」にも温かい愛情を注いであげてください。

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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町立診療所からのお知らせ
冬も本番！寒い季節に潜む危険！しっかり予防・対策をして寒い冬を乗り切りましょう。
冬期間気を付けてほしいこと １.２.３
その１ 暴飲暴食に注意
飲食の機会が増えるこの時期の体重増加、塩分の摂り過ぎ、アルコールの飲みすぎ
等は生活習慣病の原因となる為、出来るだけ普段通りの食生活を心がける様にしま 浦臼町立診療所
しょう。
その２ インフルエンザ感染予防
うがい

手洗い

マスク

今野先生

予防接種

※お部屋が乾燥していると、ウイルスが活性化する為感染しやすくなりますが、加湿することにより、
ウイルスは浮遊することが出来ず活性も低下すると言われています。
加湿器等で湿度を保ち乾燥を防ぐことで、インフルエンザ感染を予防しましょう。
その３ 転倒予防 冬季に増加する転倒による骨折を予防するため、普段から軽度の運動を取り入れ、
下肢筋力の低下を防ぎましょう。

狩猟試験・予備講習のお知らせ
【狩猟試験予備講習】
１．日
時 平成３1年１月２７日（日） ９時〜１６時３０分
２．会
場 岩見沢市民会館まなみーる
３．受 講 料 第１種銃猟、第２種銃猟 ７,５００円（テキスト代込み）
網 ５,０００円 わな ５,０００円
網及びわな（２種類） ７,５００円
第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網、わなを受講（２種類） １０,０００円
第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網とわなを受講（３種類） １２,５００円
４．受付期間 平成３０年１２月２５日（火）〜平成３１年１月２２日（火）
火曜日・木曜日９時３０分〜１６時３０分 事務所対応
【狩猟試験】
１．日
時 平成３１年２月３日（日） ９時〜
２．会
場 空知総合振興局
・受験を希望される方は、産業振興課 農政係（６８−２１１４）までご連絡ください。
・受験料等に対する補助制度もございます。
（補助を希望される場合は、事前のお申込みが必要ですので、産業振興課 農政係ま
でご連絡ください）
〔その他、試験の詳細についての問い合わせ先〕
空知猟政協議会 電話・FAX同じ ０１２６−２５−５７６８

町民まちづくり活動応援補助金制度対象事業

だれでも食堂のご案内
浦臼の野菜をできるだけ利用した、月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
日
時：１２月１５日（土）１１:３０〜１３:３０
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
メニュー：煮込みハンバーグきのこソースがけ
料
金：大人２００円 １８歳以下無料
スープ・ごはん・カップケーキ

ゴミは、分別して出しましょう!!
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Events Urausu town

浦臼町の出来事

高齢者宅防犯指導訪問
１１月３日（土）、浦臼町防犯協会主催に

全国民生委員児童委員連合会会長表彰
石塚千鶴氏が民生委員児童委員として平成

よる「高齢者宅防犯指導訪問」が行われました。

１９年から現在まで１０年以上の長きにわた

この日は、砂川警察署員、防犯協会役員ら２

り、高齢者、児童、障がい者等の援助を必要

１名が、５班に分かれ高齢者宅１４７戸を訪

とする方々の相談・支援等の地域福祉の向上

問し、一人一人に啓発物品を手渡しながら特

に広く活動された功績が認められ、表彰を受

殊詐欺や悪質な物売り、さらには、無施錠等

けました。１１月１２日に浦臼町民生委員児

による侵入盗や交通事故の被害に遭わないよ

童委員協議会の鈴木会長から伝達されました。

う呼び掛けました。

浦臼町民玉入れ大会
１１月４日（日）、農村センターにおいて、
浦臼町民玉入れ大会が開催されました。
幅広い年齢層の参加者で構成されたチーム
が計１０チーム集まり、優勝を目指し予選リ
ーグと決勝トーナメントを戦いました。参加
チームがＡブロック・Ｂブロックに分かれ総
当たり戦を行う予選リーグと、両ブロック合
わせて上位４チームが戦う決勝トーナメント
が行われ、会場には多くの声援が飛び交って
いました。子ども同士の対戦やお菓子まき、
餅まきが行われたほか、手打ちそば同好会に
よるそばも振る舞われ、非常に盛り上がる大
会となりました。

浦臼町異世代文化鑑賞会
１１月１０日土曜日に学校運営協議会など
が主催する異世代文化鑑賞会が行われ、浦小
と浦中の児童生徒、集まった町民が岩見沢緑
陵高等学校吹奏楽部（顧問・指揮：大硲正典
教諭、部員１８名）の演奏を鑑賞しました。
木管・金管楽器の紹介を織り交ぜながらの
演奏に児童生徒は普段見ることのない楽器に
興味津々。休憩時間中に浦小児童がドラム演
奏をリクエスト。迫力ある間近での演奏に児
童は目を輝かせていました。
クラシックナンバーの他、
「コナンのテー
マ」やテレサ・テンの「つぐない」などアン
コール含め１３曲を披露し、児童生徒と会場
を訪れた町民など異世代で音楽に親しむ一日
となりました。

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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浦臼短歌会

こ
え

隼子

祐文

最終処分場放流水水質検査結果（10月分）

１２月２０日（木）午後６時から
奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

濃度

10月10日
（水） 7.7

子さん

91歳

2.70

区

分

期

10月24日
鶴沼第１

1

5

2

0

（1）

（1）

（27）

（4）

（0）

6

2

70

12

1

（33）

（7）

１０月１日
↓
10月31日

間

累

0

浦臼町内の出動状況（

○故人の生前のお礼として

・尾 花 一 成
（故 尾 花 清
・加 藤 裕 子
（故 竹 森 文

男
女
計
世帯数
（

（290） （20）

浦臼第５
子さん）５万円
鶴沼第１
子さん）５万円

889人（−２人）
964人（−３人）
1,853人（−５人）
876戸（−４戸）
）内は前月との比

■10月末現在

（3）

１月１日
↓
10月31日

計

ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ

）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

編 集 後 記
11月29日に役場の集会室でハーバリウム教室が開催され
たのをご存じでしょうか。町内のフローリストの方を講
師としてお招きし、最近流行のハーバリウムを自分の手
で作れるという、地域おこし協力隊主催の企画です。流
行りモノ大好きな五十嵐は迷わず飛びつきましたが、予
想どおりというか、男性の参加者は僕だけでした。参加
してから気付いたのですが、自分で作れるという事は、
花材のチョイスや配置、色づかいなどセンスが問われる
という事でもあります。周囲の女性陣が素晴らしい作品
を作り上げていく中、自らのセンスに絶望しつつも何と
か完成させる事ができました。
ちなみに2つ作ったのですが、迷走に迷走を重ね1時間か
けて作った方よりも、やっつけで10分で作った方が評判
が良かったです。もしまた機会があれば、ぜひ参加した
いと思います。

■発行・編集／北海道浦臼町役場 総務課企画統計係
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15

2018.12／No.651

ＴＥＬ０１２５−６８−２１１１㈹ ＦＡＸ０１２５−６８−２２８５
ホームページ http://www.town.urausu.hokkaido.jp
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今月分

文

戒

森

4.0

２０以下 ９０以下 １２０以下

火災出動

10月15日
晩生内第１

おくやみ申し上げます
竹

0.8

はい！こちら１１９番
警

人さん
美さん

１未満

救急出動

雄
好

全窒素

平成30年４月分から、月１回の検査になりました。

救助出動

佑くん

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕〔Ｔ−Ｎ〕

５.８〜８.６ １０以下

基準値

その他の出動

諸

〔ｐＨ〕

採取日

お誕生おめでとうございます
日

浮遊物質量

でに申し込みされた
日︵火︶です︒ 方の月戸別日︵︵訪火問︶ま︶収
集日です︒

と き
ところ

項目 水素イオン

月

優良運転手のみが受講できる講習会で、ご自
宅に「運転免許証更新連絡書」が届きますので、
砂川警察署等で更新の手続き（申請等）を済ませ、
「優良講習」対象者に該当するかどうか確認の上、
受講してください。
更新手続きは、誕生日の前後合わせて２ヶ月
間の間に行ってください。

今月の 粗大ごみ収集日 は

短 歌・
・
・
・
・

立冬を過ぎし次の日蝉の鳴声

抜け殻ありておどろく都民

井下

玄地

陽子

ガンバレばそのう ち 花 も 咲 く だ ろ う

祈り続けて願いは 叶 う

クラス会五年毎に集まるも

それぞれの顔老いてくるなり

斎藤

夕虹は色鮮やかに染まりつつ

一喜

本間マキ子

太き柱となりて立ち上ぐ

ひとひ

森

小夜子

寒き夜はマグロの刺身に熱燗で

一日の仕事終えて乾盃

名住様五世誕生厳かに

菩提寺等しく慶びあふる

森

お知らせします！

■印刷／㈱テラックス
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