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認知症サポーター養成講座・捜索模擬訓練
～ 認知症の方に対して、接し方や声の掛け方などを学ぶ ～
８月６日、老人いこいの家で高齢
者相談支援センター常呂が同養成
講座と捜索模擬訓練を行いました。
参加者は、認知症の方が外で徘
徊していることを想定し、実際に声を
掛ける模擬訓練を体験。参加者から
は、「声の掛け方やタイミングが難し
かった」などの感想が聞かれました。

ペットボトルキャップの分別ボランティアを開催
～ ワクチンを開発途上国の子どもたちに届けよう！ ～

地元野菜はおいしいよ！
～ 毎年恒例「ところ市」を開催 ～

8月8日、老人いこいの家でペットボトルキャップの分別作業のボランティア
が行われました。
これは、ペットボトルキャップを回収し、売却資金で開発途上国の子どもた
ちにワクチンを届ける取り組みをしている美幌町のNPO法人「元気プロジェク
ト」の活動に、北見市社会福祉協議会常呂支所が賛同し、寄贈するため行っ
ているボランティア事業です。参加者は、ソーシャルディスタンスや熱中症に
配慮しながら、規格外や汚れたキャップを取り除く作業などに汗を流しました。
参加者からは、「ワクチンを届ける手助けが出来てうれしい」、「普段のごみ
の分別の勉強になった」などの声が聞かれました。

8月10日、採れたて野菜や加工品
などを販売する「ところ市」が開催さ
れました。今年はコロナウイルス感染
予防のため、JAところ駐車場に会場
を変更。販売開始からたくさんの人
が訪れ、採れたてのトウモロコシやト
マトなどの野菜やパンなどの加工品
を買い求める人で賑わいました。

第二農業委員会委員
（常呂地域調整班）が
決定しました
任期満了に伴い、北見市第二農業委員会常呂地域調整班の委員
９人が決定しました
また、常呂地域調整班班長に久世委員、同副班長に清井委員が
選任されました。任期は、令和５年７月23日までの３年間です。

植松 正仁さん（福山）

大友 茂己さん（共立）

清尾 雅人さん（豊川）

〈常呂地域調整班班長〉 〈常呂地域調整班副班長〉
久世 和德さん（岐阜）
清井 俊幸さん（日吉）

内藤 靖彦さん（土佐）

林 健志さん（岐阜）

石澤 園江さん（富丘）

森脇 幸喜さん（富丘）

【問い合わせ先】第二農業委員会事務局常呂分室（常呂総合支所産業課内） ☎（５４）２１４３

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

さかわかき氷街道2020

「おおの創生まちづくり連携協定」締結

～ 地元の魅力がつまったかき氷を食べ歩き ～

～ 大野町・大野町商工会・いび川農業協同組合 ～

すっかり佐川町の夏の風物詩に定
着した「かき氷」。
地域おこし協力隊を中心に３年前か
ら活動が進められてきましたが、今年
は町内８カ所で展開される「さかわか
き氷街道」というイベントに拡大されま
した。
期間中、かき氷を食べるともらえるス
タンプラリーも実施されており、各店舗
をはしごするお客さんも多く見られまし
た。

７月２日、大野町と大野町商工会、
いび川農業協同組合が「おおの創生
まちづくり連携協定」を締結しました。
２０２０年度より後期基本計画がスター
トし、東海環状自動車道大野神戸IC
開通といったインパクトをいかに町の
活性化につなげていくかなど、今後
のまちづくりに対し、多様な意見を取
り込む必要性があり、３機関が有する
資源・機能を効率的・効果的に活用
することにより新たなまちづくりを推進
していく予定です。

９

【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

３

（保）結核検診

６

７

８

４

５

１１

１２

（保）乳幼児健康相談

９

１０

（保）すずらんサークル （保）献血

１３

１４

１５

１６

１７

粗大ゴミ収集日
水曜日収集地区

２０

２１

敬老の日

２２

秋分の日

２３

１９

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

２４

２５

市営浴場無料開放
（対象/70歳以上の方）
※詳細は折り込みチ
ラシをご覧ください。

２７

１８

市営浴場無料開放
（対象/70歳以上の方）
※詳細は折り込みチ
ラシをご覧ください。

２６

（保）２歳児健康相談
（保）子ども発達相談
会

２８

２９

３０
常呂小・川沿小・錦
水小・常呂中学校
前期終業日

新型コロナ
ウイルス
感染予防

（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
■子ども発達相談会
対象 乳幼児
受付 １３時～
場所 老人いこいの家
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 ところ埋蔵文化財センター

■２歳児健康相談
対象 満２歳児
受付 ９時３０分～
場所 老人いこいの家
【申し込み・問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

検診

結核検診を行います

当該年齢６５歳以上の方を対象に、
結核検診を次の会場で行います。
【日時】９月１日（火）
■末広会館 ９時００分～９時２５分
■市営浴場 ９時４０分～９時５５分
■開進町会館
１０時１０分～１０時２５分
■岐阜地区集落センター
１０時４５分～１１時００分
■栄浦多目的研修センター
１１時２０分～１１時３５分

■北進町会館
１１時５０分～１２時１０分
■常呂総合支所１３時３０分～１４時
■共立会館
１４時１５分～１４時３０分
■豊川地域農村環境改善センター
１４時４５分～１５時０５分
■日吉会館１５時３０分～１５時５０分
【問い合わせ先】
保健福祉課 健康推進係
☎（５４）２１１４

献血

献血にご協力ください

９月１１日（金）
の移動献血車
の運行日程は、
次のとおりです。
■常呂漁業協同組合
時間 ９時５０分～１０時３０分
■常呂総合支所
時間 １１時～１２時３０分
■ＪＡところ前駐車場
時間 １４時～１５時

■北見地区消防組合常呂支署
時間 １５時３０分～１６時２０分
【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

■９月３０日（水）納期限
固定資産税（３期）、国民健康保険
料・後期高齢者医療保険料・介護保
険料（４期）、学校給食費（５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（９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／馬渕 茂 様、
藤田 トシ子 様、土田 雅人 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

