北方領土に関するコンテストの実施について
●「北方領土の日」ポスターコンテストについて
２月７日の「北方領土の日」を啓発するためのポスターデザインを募集します。
「一般の部」の応募対象は高校生以上の方で、プロ・アマは問いません。
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また、
「こどもの部」では、道内の小学生(５・６年生)及び中学生を対象に啓発
資材の図案などに活用する図画作品を募集します。
応募期間は、５月 2０日(金)から 10 月 1４日(金)までです。
●北方領土中学生作文コンテストについて
次代を担う北海道内の中学生が、日本固有の領土「北方領土」についての関心

どさんこ愛食食べきり運動

を高めてもらうため、北方領土に関する作文を募集します。

みなさんは、家での食事や外食などで食べ物を残していませんか？
日本で、まだ食べられるのに捨てられる「食品ロス」は年間 570 万トン！
世界の食糧援助量の約 1.5 倍、国民一人あたり毎日お茶碗１杯分もの量を捨て
ていることになります。本当にもったいないですね。
食品ロスの削減に向けて、北海道では、食を愛おしみ、食べ残しをしない、
出さない「どさんこ愛食食べきり運動」を進めています。
家庭で、そして外食時に、できることから実践をお願いします。
■お問い合わせ
北海道農政部食の安全推進局食品政策課調整係
電話 011-204-5427（ダイヤルイン）
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です。
応募期間は、５月 2０日(金)から 10 月３１日(月)までです。
■お問い合わせ
北海道総務部北方領土対策本部北方領土対策課啓発係
電話 011-204-5069（直通）

自転車乗車用ヘルメットを着用しよう！

男女浴場利用カレンダー
月

応募対象は北海道内の中学生で、テーマは北方領土に関することであれば自由
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の日は、男性：シルクの湯 女性：黄金の湯
の日は、男性：黄金の湯 女性：シルクの湯
の日は、入館料が半額です。

７月

北海道自転車条例（平成 30 年 4 月施行）では、
「自転車の利用者は、自らの安全
を確保するため、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければならない」旨規定さ
れています。
しかし、本年発生した自転車利用者が死亡した交通事故を見ると、当事者となった
自転車利用者のヘルメット着用率は 1 割程度と低く、また、本年、自転車を利用す
る小・中学生が死傷する社会的反響が大きい交通事故が多く報道されています。
このため、自転車利用者が重大なけがを負う交通事故を未然に防止するためにも、
ヘルメットの着用がとても大切です。
本年４月２７日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」では、すべての
自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務規定が設けられ、一年以内に
施行されることとなっています。
自転車事故から身を守るために、乗車用ヘルメットを着用しましょう！
■お問い合わせ
北海道環境生活部くらし安全局道民生活課
電話 011-231-4111（内線 24-169）
【 裏面もご覧ください 】

日曜・休日当番医表
日付

外科・内科

◆■◆■◆ 今月の新刊(図書館だより増刊号) ◆■◆■◆
歯科

もじり歯科クリニック
6 月 26 日(日)

赤平市茂尻本町 3 丁目 2 番

電話 0125-32-1181

深川市立病院
担当医：北竜町立診療所所長
深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101

赤平ﾌｧﾐﾘｰ歯科ｸﾘﾆｯｸ

７月 3 日(日)

赤平市東文京町 3 丁目 1 番

電話 0125-32-4884

深川市立病院
７月 10 日(日)

担当医：深川内科クリニック院長
深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101

なかむらファミリー歯科
滝川市滝の川町東 3-1147-7

電話 0125-26-2282

◆休日当番医の診療時間
〇外科・内科：診療時間は各医療機関にお問い合わせください。
〇歯
科：午前 9 時から正午まで
※夜間の急病の場合は、はじめに下記までお問い合わせください。
■お問い合わせ
〇夜間急病センター（深川市立病院内） 電話 0164-22-4100

『ミシンと金魚』 永井みみ 著/集英社
第 45 回すばる文学賞受賞作
暴力と愛情、幸福と絶望、諦念と悔悟……。認知症を患う
“あたし”が語り始める凄絶な「女の一生」
。花はきれいで、今日
は死ぬ日だ。生まれて老いてやがて死ぬ。誰もが辿るその道を圧倒
的な才能で描き切る、衝撃のデビュー作！
≪実用書≫
〇１０代からのＳＤＧｓ（原佐知子）
〇心と体がぐんぐん育つ赤ちゃんの
あそび大全 （小西行郎、小西薫）
〇活かして勝つ（稲葉篤紀）

≪児童書≫
〇スペシャルＱトなぼくら（如月かずさ）
〇病院図書館の青と空（令丈ヒロ子）
◆７月の本の展示会情報
６月に引き続き、一般書展示コーナーでは「三浦綾子生誕 100 年」
、児童書展示コ
ーナーでは「サイエンスワールド」の展示・貸出を行なっています。ホールでは「朝読・
昼読にピッタリ♪ オススメの絵本とよみもの」を展示・貸出します。ぜひご利用くだ
さい。

町内行事予定表
日
6 月25 日（土）

26 日（日）
２７日（月）

新型コロナウイルス感染症についての相談窓口
・深川保健所

（ＴＥＬ）0164-22-1421

（平日

8：45～17：30）

・北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター
（ＴＥＬ）0120-501-507

（24 時間常時開設）※フリーダイヤル

≪文学≫
〇幸村を討て（今村翔吾）
○カムカムマリコ（林真理子）
〇マスカレード・ゲーム（東野圭吾）
〇チョウセンアサガオの咲く夏（柚月裕子）
〇ななみの海（朝比奈あすか）
〇剣持麗子のワンナイト推理（新川帆立）

29 日（水）
7 月2 日（土）
3 日（日）
4 日（月）
9 日（土）
10 日（日）

行

事

６・７月
場

ローズガーデンオープン
わが町クリーン大作戦
絵本おはなし会
町民パークゴルフ大会
ちっぷ・ゆう＆ゆ入館料半額の日
町税等第 1 期納期限
まるごと元気運動教室
ｷｭｰﾋﾞｯｸﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌｪｽ in ちっぷべつ
ｷｭｰﾋﾞｯｸﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞﾌｪｽ in ちっぷべつ
献血
認定こども園運動会
参議院議員通常選挙投票日

所

時

間

ローズガーデン
スポーツセンター
図書館
パークゴルフ場
ちっぷ・ゆう＆ゆ

9：00～
13：30～
13：30～
9：00～

スポーツセンター
ベルパークちっぷべつ
ベルパークちっぷべつ
農協前・役場前
ふれあいプラザ
役場

9：30～
11：00～
10：00～
10：00～
9：00～
7：00～

※行事は都合で変更することがあります。
次号は、７月８日（金）に発行します。

