広報きたみ
常呂自治区
お知らせ版
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４

【４月１９日（月）】

【４月１８日（日）】
時
令和３年度狂犬病予防注射を実施しますので、この機会に
最寄りの会場で接種してください。
また、登録をされていない方や、最近犬を飼い始めたという
方は、注射会場で同時に手続きできます。
狂犬病予防注射と登録は、飼い主の義務です。大事な家族
の一員である愛犬の健康と生命を守るためにも、きちんと登録
し、狂犬病予防注射を受けましょう。
〇狂犬病予防注射の案内通知ハガキを持参してください。
〇料金はできるだけ釣銭がないようご用意ください。
〇注射会場及び注射時間が、変更している場合があります
のでご確認ください。
〇４月１８日～２０日の間に予防注射を受け
ることができなかった場合は、北見市内の
動物病院でも接種することができます。
【問い合わせ先】市民環境課 環境衛生係
☎（５４）２１１５

間

【発行】
常呂総合支所市民環境課
北見市常呂町字常呂３２３番地
☎（５４）２１１５

接種場所

時

間

接種場所

9:00 ～ 9:20 豊浜 漁村センター前

9:00 ～ 9:20 岐阜集落センター前

9:30 ～ 9:45 弁天 小笠原聖 様宅前

9:30 ～ 9:40 岐阜 山内英之 様宅前

9:50 ～10:00 弁天児童公園

9:55 ～10:15 トウフツ集会所前

10:10 ～10:25 市営浴場前

10:35 ～10:55 栄浦多目的集会施設前

10:30 ～11:00 交通ターミナル前

12:05 ～12:15 土佐公民館前

11:05 ～11:20 北進町会館前

【４月２０日（火）】

11:25 ～11:40 新西町団地公園

時

間

接種場所

13:00 ～13:15 栄町会館前

9:00 ～ 9:15 共立会館前

13:20 ～13:35 開進町会館前

9:25 ～ 9:40 豊川改善センター前

13:40 ～13:55 末広会館前

9:50 ～10:05 富丘ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ前

14:00 ～14:15 南町会館前

10:35 ～10:45 福山 植松忠男 様宅前

14:30 ～14:45 総合支所前

11:10 ～11:20 日吉出張所前

消火器はごみステーションへ出さないでください
消火器は、一般廃棄物処理場で処分することができません。
消火器を廃棄処分する場合は、販売店や消火器リサイクル
特定窓口に依頼してください。
※消火器リサイクル特定窓口となっている市内の業者は、
㈱消火器リサイクル推進センターのホームページで確認
することができます。
【問い合わせ先】市民環境課 環境衛生係 ☎（５４）２１１５

ところ遺跡の森内の全施設を見学し、スタンプを集めましょう！
スタンプを全部集めた方には記念品を贈呈します。
【期間】 ４月２９日（木）～ ※記念品は、なくなり次第終了。
【会場】 ところ遺跡の森
※スタンプの設置箇所には、入場料がかかる場所が
ありますのでご了承ください。
【問い合わせ先】ところ遺跡の森 ☎（５４）３３９３

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

おかえり「ロ481号」

自分らしくいきいきと♪

～ 国内唯一の木造四輪客車「ロ481号」 ～

～ 人権施策推進事業×公民館事業「いきいき教室」 ～

3月8日、国内に残る唯一の四輪木
造2等客車「ロ481号」が、JR四国多度
津工場から町内の上町地区に完成す
る客車収容施設へ搬入されました。
客車は、明治時代に製造されたもの
で、廃車後は昭和43年まで町内で展
示されていました。この度、観光の資
源に活用しようと、53年ぶりの里帰り
が実現しました。

２月１２日、第２公民館において、講
師の高島美保子さんを迎え「遊び文
字」講座が行われました。
「遊び文字」とは、筆や割り箸、爪楊
枝などを使って技法にとらわれず、自
由な形や発想で書く新しい書のことで
す。受講者は、気に入った見本を手
にとり、筆先の方向に気を付けながら、
習字とは違う文字の技法を熱心に学
び作品を仕上げていました。

追 悼
～

インフォメーション

保健事業

８

― 事前の予約が必要です ―
◆成人健康相談・女性健康相談
◆母子健康手帳交付
受付 月～金（祝祭日をのぞく）
８時 ４５分 ～ 17時 30分
※母子健康手帳交付は、
１６時まで。
場所 常呂総合支所 保健福祉課

◆１歳６カ月児、３歳児
健康診査

新小学１年生の児童に防犯ブザーを贈呈

対象 当日で１歳６カ月～２歳未満
児・３歳～４歳未満児
受付 １２時３０分～
場所 老人いこいの家
※対象の方には、個別に通知
いたします。
【保健事業の申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

日 ・ １４ 日

時間 １０時～１１時３０分
場所 栄浦多目的研修センター
※事前に予約が必要です。

北見地区防犯協会より安
全に登下校してもらいたいと
新小学１年生の児童に対し、
防犯ブザーが贈られました。
３月１８日、北見市常呂地域
防犯協会の松平斉之会長が
常呂小学校を訪問し、櫻田校
長に防犯ブザーを贈呈しまし
た。

納期
市税などの納付は安心・便利・
確実な口座振替をご利用ください。

市税などのお支払いは
忘れずに

◆乳幼児健康相談

日

日 ◆すずらんサークル

１５ 日

◆脳とからだいきいき教室

８

元常呂町長の井原久敏氏が令和３年２月２３日にご
逝去されました。
井原氏におかれましては、平成１１年から平成１８年
３月まで旧常呂町最後の町長としてまた、合併後は
平成２０年まで北見市副市長として、行政運営にご尽
力いただきました。
ここに謹んでご冥福をお祈りいたします。

時間 １３時４５分～１５時
場所 老人いこいの家
※参加対象の方には、個別に
通知いたします。

各種相談などを開催します

７

～

受付 ９時３０分～１０時３０分
場所 老人いこいの家
持ち物 母子健康手帳、
バスタオル
※ご自由にお越し
ください。

◆４月３０日(金)納期限
固定資産税(1期分)、道路占用料・
河川敷地占用料(全期)、住宅使用
料・保育料・高齢者施設利用者負
担金・教員住宅貸付料(4月分)
【問い合わせ先】
総務課 税務管財係 ☎（５４）２１１３

北海道暴力追放センター
会長表彰
３月１８日、北見市常呂地域暴力
追放推進協議会の松平斉之会長
が、地域への安全の功績により、
北海道暴力追放センター会長から
表彰状が贈呈されました。
長年の御活躍と御功績に敬意を
表します。

寄付・寄贈
社会福祉協議会へ/井原 恵美子様
川口 裕次 様

【各問い合わせ先】常呂総合支所代表(54)2111 総務課(54)2113 市民環境課(54)2115 保健福祉課(54)2114 産業課(54)2140
常呂農業委員会(54)2143 建設課(54)2116 スポーツセンター(54)2191 多目的研修センター(54)3233 常呂町公民館(54)1215

４

月イベント
カレンダー

【資源ゴミの分別区分】
Ａ カン・ビン・ペットボトル
Ｂ 発泡スチロール・トレイ類
Ｃ プラスチック製容器包装（その他のプラスチック類）
Ｄ 紙類（ダンボール・紙箱類・紙パック・新聞・チラシ・雑誌）
Ｅ 廃食用油、有害ごみ（内容は以下のとおり）
乾電池・蛍光管・使い捨てライター・水銀体温計・スプレー缶・可燃性液体のカラ容器・プラスチック製のスプレー容器

【粗大ゴミの収集】
【１４日】岐阜・共立・豊川・富丘・福山・日吉
粗大ゴミは、電話申し込みによる予約・戸別 【１５日】東浜・豊浜・弁天・本通・中央町・栄町・北進町
収集です。４月の収集日は 次のとおりです。 【１６日】末広・開進町・西町・南町・土佐・栄浦

【申し込み期日】各収集日の前日午後５時３０分まで
【申し込み先・問い合わせ先】
市民環境課 環境衛生係 ☎(54)2115

日

月

火

水

木

金

土

ゴミ区分
資源区分

燃やすゴミ
Ａ・Ｂ・Ｃ

燃やさないゴミ
Ａ・Ｂ・Ｃ

燃やすゴミ
Ａ ～ Ｅ

燃やさないゴミ
Ｄ・Ｅ

燃やすゴミ
Ｄ・Ｅ

燃やさないゴミ
（第３土曜日のみ）

収集地区

東浜・豊浜・弁天・本通・
中央町・栄町・北進町

末広・開進町・西町・
南町・土佐・栄浦

岐阜・共立・豊川・
富丘・福山・日吉

東浜・豊浜・弁天・本通・
中央町・栄町・北進町

末広・開進町・西町・
南町・土佐・栄浦

岐阜・共立・豊川・
富丘・福山・日吉

１

２

３
ところ認定こども園入
園式

４
１１

５
１２

６

７

８

各小・中学校入学式・ 脳とからだいきいき
始業式
教室

乳幼児健康相談
すずらんサークル
常呂高校入学式・始業式

１３

１４

１５

脳とからだいきいき
教室

１歳６カ月児、
３歳児健康診査

１８

１９

２０

２１

２２

２５

２６

２７

２８

２９

昭和の日

ワッカネイチャーセン
ターオープン
森林公園オープン

９

１０

１６

１７

２３

２４

３０

