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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常呂小の２年生が駐在所と郵便局を社会科見学
～ おまわりさんの話に興味津々 ～
９月９日、常呂小２年生の児童19
人が社会科見学で常呂駐在所と常
呂郵便局を訪れました。
駐在所では、児童たちが興味津々
の様子で「夜も仕事しているの？」、
「牢屋はここにあるの？」、「落とし物
はどのくらいあるの？」などとさまざま
なことを質問。駐在所長の話を熱心
に聞いていました。

常呂高校の生徒がコミュニケーショントレーニングを受講
～ コミュニケーションの大切さを学ぶ ～

共立地区で２５年前のタイムカプセルを掘り起こす

9月9日、常呂高校の生徒が、北見
信金常呂支店の松山支店長を講師
に招き、コミュニケーション能力の向
上を目的とした講義を受けました。
松山支店長は、講義や実習を通じ、
良好なコミュニケーションを図るには、
マナーが重要であることなどを助言。
生徒たちは、コミュニケーションの
大切さを学びました。

～ 写真や手紙に当時を懐かしむ ～
9月1日、共立地区開基100周年記念事業で埋めたタイムカプセルの開封
式が行われました。
共立地区住民が見守る中、平成７年に埋めたタイムカプセルが開封される
と、拍手と歓声が沸き起こりました。
開封されたタイムカプセルの周りには、２５年前の写真や手紙を懐かしそう
に眺める人や、笑顔で思い出話に花を咲かせる人の輪ができていました。

高齢者世帯のための「除雪サービス」を
実施します
市では、自分で除雪をすることが困難な高齢者の方などに代わって、
生活路、緊急避難路を確保するための除雪サービスを実施します。
■除雪期間
１２月１日～令和３年３月３１日
■対象
次の①～③のいずれかに該当
する、自分で除雪ができず、親
族などから除雪の支援を受ける
ことも難しい世帯の方
①６５歳以上の一人暮らしおよび
高齢者のみの世帯
②身体障がい者世帯
③上記①と②のほか、特に必要
と認められた方

■サービス内容
おおむね２０㎝以上の降雪があっ
た場合、または吹雪による吹き溜
まりなどで除雪が必要な場合、玄
関先から公道までの間をおおむ
ね１ｍ 幅で除雪します。
※屋根の雪下ろし、車の出入りの
ための除雪や物置前の除雪な
どは行いません。
■料金 無料
■申込期間
除雪体制の整備のため、できる
だけ １０月中にお申し込みくだ
さい。
※１０月以降も随時、受け付けし
ています。
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課 地域福祉係
☎（５４）２１１４
社会福祉協議会 常呂支所
☎（５４）１２００

北見エコスクールSDGs協議会（北見市や事業者、市民で構成）では、プ
ラスチックごみの削減を目的として、ご家庭から排出された使用済みの詰め
替えパックの回収を行っています。。
回収されたパックは、子どものおもちゃなどとして利用できる「ブロック」に
再生されます。趣旨に賛同いただける方はぜひ、ご協力ください。
※なお、今までどおりプラスチック製容器包装のごみと して、ごみステー
ションや一般廃棄物処理場で排出することもできます。
【常呂自治区内の回収ボックスの設置場所】

常呂総合支所 正面玄関内
【回収できるもの】
使用済みの詰め替えパック
（シャンプー、リンス、トリー
トメント、衣料用の液体洗剤、
柔軟剤、漂白剤、食器用洗剤、
ボディウォッシュなど）
【注意事項】
●食品系、ボトル類は回収できません。
●メーカーは問いません。 ●洗わなくて大丈夫です。
●キャップがあるものは、付いたままで回収できます。
●レジ袋などのビニール袋に入れてお持ちください。
【問い合わせ先】北見エコスクールＳＤＧｓ協議会事務局
（北見市市民環境部環境課）☎0157-25-1131

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

図書館に骨格標本現る

警察法施行記念表彰で中部管区警察局長感謝状

～ 読書の秋に向けた実物展示 ～

～ 警察犬の育成に４０年 ～

現在、佐川町立図書館では実物の
骨格標本が展示されています。これは、
高知みらい科学館のモバイルミュージ
アム事業からお借りしたもので、10月
上旬頃まで展示の予定です。
何の生き物の骨かは訪れてみての
お楽しみとあって、来館者たちの注目
を集めています。
読書の秋を迎えるこれからの目玉の
一つです。

８月１９日、警察法施行記念表彰で
中部管区警察局長感謝状を受けた
湊臣正さんが町長を訪問し、受賞の
報告をしました。
湊さんは「警察犬を育てて４０年、自
分一人の力では受賞できなかった。
訓練所を始め、土台を作ってくれたお
やじと、これまで関わってくれたスタッ
フに感謝したい。これからも地域のた
めに活動していきたい。」と話していま
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

新型コロナ
ウイルス
感染予防

２

３

（保）乳幼児健康相談 常呂高校前期
終業式
常呂小・川沿小・
錦水小後期始業式

４

５

６

７

常呂中学校・常呂高
校後期始業式

１１
１８

１２
１９

８

９

１０

（保）脳とからだいき （保）すずらんサークル （保）エキノコックス症
いき教室①
検診

１３
２０

１４

１５

（保）脳とからだいき
いき教室②

（保）１歳６カ月児、
３歳児健康診査

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

２１

２２

１６

１７

粗大ゴミ収集日
金曜日収集地区

２３

２４

（保）脳とからだいき
いき教室③

２５

２６

２７

JAところ収穫”菜”

２８

２９

（保）脳とからだいき
いき教室④

（保）子宮・乳がん
検診

３０

３１

（保）⇒保健事業・検診（健診）

■１歳６カ月児、３歳児健康診査
対象 当日で１歳６カ月～２歳未満

【申し込み・問い合わせ先】

（５期）、学校給食費（６期）、住宅使用

保健福祉課健康推進係☎（５４）２１１４

料・保育料・高齢者施設利用者負担

児、３歳～４歳未満児

保健

各種相談などを

受付 １２時３０分～
場所 老人いこいの家

納期

○ 事前にご連絡ください

【申し込み・問い合わせ先】

■１１月２日（月）納期

■成人健康相談・女性健康相談

保健福祉課健康推進係☎（５４）２１１４

市道民税（３期）、国民健康保険料・

■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
（１回目～４回目／全２０回））

検診

がん検診・エキノコック
ス症検診を行います

■子宮・乳がん検診
対象 （子宮がん）２０歳以上
（乳がん） ４０歳以上
受付 ９時～

場所 栄浦多目的研修センター

場所 常呂町公民館
※事前の申し込みが必要です。

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

■エキノコックス症検診
対象 小学生３年生以上
（５年以上未受診の方）
時間 １０時～１３時

〇 個別に通知があります

場所 常呂総合支所

■すずらんサークル

料金 無料

時間 １３時４５分～１５時
場所 老人いこいの家

内容 血液検査

【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。

後期高齢者医療保険料・介護保険料

常呂保育園と常呂子育て相談センターが移転します
常呂保育園と常呂子育て相
談センターを併設した新しい
施設が完成し、１０月より移転
します。
【新住所】
北見市常呂町字常呂
５３９番地４
常呂保育園 ☎（５４）２４１２
常呂子育て相談センター
☎（５４）１１４４
※電話番号は、従前どおり
変更ありません。

【位置図】

旧常呂保育園

常呂高校

常呂小学校

時間 １０時～１１時３０分

金・教員住宅貸付料（１０月分）

市税などのお支払いは
忘れずに

新施設
常呂厚生病院

【問い合わせ先】
常呂総合支所保健福祉課内
常呂自治区 保育担当
☎（５４）２１１４

※申し込み不要。直接お越しください。

【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

