広報きたみ
常呂自治区
お知らせ版

２０２０

【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
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常呂漁協が小中学校の給食にホタテを提供
常呂保育園新園舎が完成

～ 食を通じて地元の水産業について、理解を深めてもらう ～

～ 新たな子育て支援の拠点に ～

常呂漁業協同組合が、北見市内のすべての小中学校（３７校）の学校給食
の食材に利用してほしいと、常呂産のホタテ２６０Kgを北見市に提供しました。
これは、市内の児童、生徒に地域の水産業について、理解を深めてもらうこ
とを目的に行われたものです。
１０月７日、常呂自治区の小中学校の給食の献立に、ホタテをふんだんに
使った「ホタテカレー」が登場。児童たちは地元海産物を美味しく味わうことで、
地産地消の素晴らしさを学びました。

常呂保育園の新園舎が完成し、１０月から園児の登園が始まり、園舎には
元気いっぱいの園児たちの声が響いています。
また、２階には常呂子育て相談センターが併設され、利用を開始。
来年４月には、かもめ保育所が常呂保育園に統合。今後、認定子ども園と
して許可を受ける予定となっており、新たな子育て支援の拠点となります。

常呂高校で流氷ロードレースを実施
～ 力を振り絞りゴールを目指す ～
10月2日、常呂高校で流氷ロードレー
スが行われました。高校をスタートし
てワッカ原生花園のあずまやを折り
返し、高校にゴールする18キロのコー
スに27人の生徒が挑戦。
ベストタイムを狙う生徒や完走を目
指す生徒など、それぞの目標に向
かい懸命に疾走。見事、参加者全
員が完走しました。

窓ふきボランティア「まごの手届け隊」
第４５回常呂中学校吹奏楽部定期演奏会

～ 笑顔で窓をピカピカに ～
10月3日、北見市社会福祉協議会
常呂支所の事業で、一人暮ら しの
高齢者宅を訪問し、家の外側の窓
ふきを行う「まごの手届け隊」がボラ
ンティア活動を行いました。当日は
雨天の中、会社員や学生など10人
が参加。
訪問を受けた方は、ボランティアの
方が笑顔で窓を拭く姿やピカピカに
なった窓を見て、喜んでいました。

～ きれいな音色で観客を魅了 ～
10月3日、常呂中学校吹奏楽部が定期演奏会を行いました。
コロナ禍のため、コンクールが中止になるなど活動が思うようにできない中
で練習を積み、観客数を限定し、中学校の体育館での開催となりました。
懐かしの名曲から映画でお馴染みの曲まで、さまざまなジャンルの曲を工夫
を凝らし演奏。観客を大いに魅了しました。
今年で引退する３年生に対し、下級生がお礼の言葉を伝えるあり場面もあり、
感動の定期演奏会となりました。

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

佐川町産「新高梨」

児童が「認知症サポーター養成講座」を受講

～ 実りの秋 ～

～ 認知症を理解し、支えていけるように ～

10月に入り、黒岩地区では新高梨
の出荷作業の最盛期を迎えています。
収穫目前の 9 月には、台風が襲う
など天候が心配でしたが、無事に今
年も甘くてみずみずしい梨がたくさん
収穫されました。
大切に育てられた佐川町産の梨が、
多くの方に味わっていただけますよう
に！

９月１８日、東小学校６年生の児童
４８人が「認知症サポーター養成講座」
を受講しました。
講座では、老人福祉施設の職員や
ボランティアの方が、ちびまる子ちゃ
ん一家をモデルにした寸劇を公演。
寸劇の後は、グループワークを行い
対応方法などについて話し合い、認
知症の方への接し方や自分たちにで
きることを学び、認知症への理解を深
めました。
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【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）
※粗大ゴミは電話申し込みによる予約・戸別収集です。 Ｅ 廃食用油、有害ごみ（内容は下段）
申し込み期日：各収集日の前日午後５時まで
乾電池・蛍光管・使い捨てライター・水銀体温計・スプレー缶・
【申し込み先】市民環境課 環境衛生係 ☎(54)2115
可燃性液体のカラ容器・プラスチック製のスプレー容器

月イベントカレンダー

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

８

３

９

文化の日

１０

常呂小学校学芸会
【※１ 】

１５
２２

４

５

（保）脳とからだいき
いき教室⑤

（保）乳幼児健康相談

１１

１２

７
川沿小学校学芸会
【※１】

１３

１４

（保）脳とからだいき （保）すずらんサークル 冬の交通安全運動
いき教室⑥
（～２２日）

１６
２３

１７
勤労感謝
の日

２４

１８

１９

３０

２０

（保）脳とからだいき
いき教室⑦
粗大ゴミ収集日
水曜日収集地区

粗大ゴミ収集日
木曜日収集地区

粗大ゴミ収集日
金曜日収集地区

２５

２６

２７

（保）脳とからだいき
いき教室⑧

２９

６

２１

（保）ところ育児教室①

２８

（保）ところ育児教室② （保）胃・肺・大腸がん
検診
NHK杯カーリング
大会（～２９日）

【※１】小学校の学芸会については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場制限を設けている場合が
あります。観覧をご希望される方については、各小学校にお問い合わせください。

（保）⇒保健事業・検診（健診）

保健
事業

各種相談などを
開催します

○ 事前にご連絡ください
■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
場所 常呂総合支所 保健福祉課
■脳とからだいきいき教室
（５回目～８回目／全２０回））
時間 １０時～１１時３０分
場所 栄浦多目的研修センター
〇 ご自由にお越しください
■乳幼児健康相談
受付 ９時４５分～１０時３０分
場所 老人いこいの家
〇 個別に通知があります
■すずらんサークル
時間 １３時４５分～１５時
場所 老人いこいの家

■ところ育児教室
対象 生後４カ月～６カ月の乳児と
その保護者
時間 １０時～１１時４５分
場所 ①２０日（金）老人いこいの家
②２６日（木）JAところ うえる
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課健康推進係
☎（５４）２１１４

検診

がん検診を行います

■胃・肺・大腸がん検診
対象 ４０歳以上
受付 ６時～
場所 常呂町公民館
※事前の申し込みが必要です。
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課
健康推進係
☎（５４）２１１４

納期

市税などのお支払いは
忘れずに

■１１月３０日（月）納期限
固定資産税（４期）、国民健康保険
料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料（６期）、学校給食費（７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（１１月分）
【問い合わせ先】
総務課 税務管財係 ☎（５４）２１１３

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。

寄付・寄贈
社会福祉協議会へ／國枝 カホル 様
安原 昌和 様

年末調整等説明会の中止と
関係書類の配布について
例年開催している事業所向けの年末調整等説明会を今年は中止します。
説明会に代えて関係書類や用紙などを下記の窓口で、１１月以降に配布し
ます。また、関係書類などは、国税庁のホームページでダウンロードすることも
できますので、ご利用ください。
【配布窓口、問い合わせ先】
〇北見市役所 総務部 市民税課 ☎０１５７（２５）１１１４
〇北見税務署 ☎０１５７（２３）７１５１ ※案内番号２を選択
〇北見市役所 常呂総合支所 総務課 税務管財係 ☎（５４）２１１３

【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

