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漁の安全と大漁を願う
～ 常呂漁協 大漁祈願祭 ～
４月13日、常呂神社で常呂漁業協同組合が豊漁と安全操業を願う大漁祈
願祭を行いました。昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、漁協関係者のみで、神事を実施しました。
高桑組合長は、「安全操業を行い、労働災害のない一年にしたい。課題
解決に向け、みんなで一丸となり苦難を乗り越えたい」と安全操業と豊漁を
祈りました。
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【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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ドキドキ・ワクワクの新たな学校生活
～ 自治区内の小学校や中学校、高校が入学式 ～
常呂自治区内の各小学校や中学校、高校で入学式が行われました。
今年は、常呂小が１５人、錦水小９人、川沿小２人、常呂中２２人、常呂高
校１５人が入学。新たな学校生活が始まりました。
錦水小学校では、新入生が大きな拍手の中入場。校長先生が「交通事故
に気を付けよう。元気にあいさつしよう」と呼び掛け、ステージ上で紹介され
た新入生が大きな声であいさつをしていました。

ベロタクシーでサロマ湖ワッカ原生花園を
楽しみませんか

交通事故に遭わないために考えよう
～ 交通安全教室開催 ～
４月１４日に常呂小、４月１９日に川沿小で交通安全教室が行われました。
各小学校で常呂駐在所の齊藤所長が「歩くときや自転車で走行する時は、
歩道や道路の脇を通ろう。安全確認をしよう」と交通安全のポイントを説明。
常呂小では、１、２年生が徒歩で、３年から６年生は自転車で公道を走行し、
交通ルールを学びました。緊張した面持ちの児童は、交差点前で交通安全
指導員から指導を受け、安全確認をしながら自転車を押していました。

５月１日から環境にやさしい自転車型のタクシー「ベロタクシー」がサロ
マ湖ワッカ原生花園で運行を開始します。
乗車定員は２人で、専属ドライバーが運転します。
ベロタクシーに揺られながら、ワッカ原生花園を楽しみませんか。
【料金】
園内周遊１時間コース
大 人 １名 ２，０００円
大 人 ２名 ３，５００円
子ども １名 １，０００円

ベロタクシーの開業を記念して、５月
１日から５日の間、ベロタクシーを乗
車いただいた方に、ベロタクシーの割
引チケットとポストカードをプレゼン
トします。
【問い合わせ先】
北見市観光協会 ☎０１５７－３２－９９００

〈姉妹町・高知県佐川町／友好町・岐阜県大野町の話題〉

四季折々の写真を楽しむ

愛称「四季の彩り」

～ 第3回牧野公園写真コンテスト開催 ～

～ 町ブランド野菜ロゴマーク決定！ ～

牧野公園の四季折々の景色や、好
きな公園の一コマなど、合計88点の
写真をご応募をいただきました。
厳しい審査の結果に、富太郎賞や
寿衛子賞、町長賞が選ばれました。
同コンテストで集まった写真は、牧野
公園内に展示され、４月24日の牧野
富太郎博士生誕日を彩るイベントとし
て、みなさんに楽しんでいただきます。

３月１６日、町の特産として期待され
る「大野町ブランド野菜」の包装に付
けるロゴマークのデザインの賞金授
与式が役場にて行われました。
３９人６０点の応募があり、松井真弓
さんのデザイン作品が採用されました。
松井さんは「大野町の『Ｏ』をかたど
り、色は町章と同じ緑色を使い、シン
プルでさわやかな野菜を表現しました」
と語りました。

納期
～

インフォメーション

保健事業

対象 満２歳児
受付 ９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。

― 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

６

◆５月３１日(月)納期限
軽自動車税（全期）、住宅使用料
等・保育料・高齢者施設利用者負
担金・教員住宅貸付料（５月分）、学
校給食費（１期）
【問い合わせ先】
総務課 税務管財係 ☎（５４）２１１３

～

２８ 日 ◆２歳児健康相談

各種相談などを開催します

対象 乳幼児
受付 １３時～
場所 老人いこいの家
※事前に予約が必要です。
【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

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。

高齢者の新型コロナウイル
スワクチン接種に関する記事
について、広報
「きたみ」５月号
の２、３ページに
掲載しております
ので、ぜひ、ご覧
ください。

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。

段ボール、紙箱類、紙パック、新
聞、チラシ、雑誌などを排出する際
は、ひもで縛って排出してください。
※ひもで縛っていない場合、収集
運搬の際に、飛んでしまうことが
あります。

社会福祉協議会へ/河村 光彦 様
清井 久子 様、林 俊光 様、
廣澤 輝美 様、吉田 義子 様

【問い合わせ先】市民環境課
環境衛生係 ☎（５４）２１１５

春の一掃清掃

清掃週間中に集めた、道路の土砂、
砂利などについて

～ きれいな街にしよう ～

道道常呂港線（漁協付近～常呂橋）、
道道土佐東浜線（特別養護 老人ホー
ムところ～北進町側国道出口）、道道
北見常呂線（市街～３号）については、
５月７日(金)から８日(土)までの
間に道路管理者が回収しますので、
肥料袋または透明、半透明の袋に入
れて道道沿いに置いてください。

【期間】５月１日（土）～５月６日（木）
○各町内会長さん等と協力し道
路や公園、広場などの一斉清
掃をしましょう！

高齢者の新型コロナウイルス
ワクチン接種について

１３ 日 ◆すずらんサークル

～円滑なごみ収集にご協力ください～

寄付・寄贈

２８ 日 ◆子ども発達相談会

日 ◆乳幼児健康相談

資源ごみ（紙類）の排出
方法について

〇住宅やその周辺な
ど、身の回りから清
掃を始めましょう！

市道については総合支所建設課で
随時回収しますので、連絡願います。
【問い合わせ先】
市民環境課環境衛生係☎（５４）２１１５

建設課 維持係☎（５４）２１１６

【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
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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】
【１２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 【１３日】東浜・豊浜・弁天・本通・中央町・栄町・北進町
収集です。５月の収集日は 次のとおりです。 【１４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
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お家でできる感染症予防
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憲法記念日

春の一斉清掃
（～６日）
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みどりの日
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こどもの日
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乳幼児健康相談
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すずらんサークル

春の行楽期の交通
安全運動（～２４日）
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２歳児健康相談
子ども発達相談会

