「北方領土返還要求運動強調月間」について
北方領土への理解と関心を深め、より一層返還要求運動を盛り上げるため、
「北方領土返還要求署名キャンペーン」を実施することとしましたので、署名
にご協力くださいますようお願いいたします。
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知っていますか？道の「苦情審査委員」制度
〇「北海道苦情審査委員」は、道が行った業務や制度の内容を審査します。
〇皆さん自身の利害に関する苦情であれば、苦情審査委員に申立てができます。
〇皆さんに代わって、苦情審査委員が公正で中立的な立場から、道の関係機関
に対し、必要な調査等を行います。
〇審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是
正や改善を求めます。
〇もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。
① 苦情申立ての窓口は、道庁の道政相談センター又は各（総合）振興局の総
務課です。
② 苦情申立書及びリーフレットを用意しています。
③ 北海道公式ホームページから苦情申立書をダウンロードできます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/dsc/kujyou-mousitate.html
「苦情の申立て方法 北海道」と検索
④ 苦情申立書等に必要事項を記入し、苦情申立ての窓口に提出してください。
また、郵送、ファックス、メールでも申立てができます。
※電話や匿名での申立ては受け付けておりません。
■お問い合わせ
北海道総合政策部知事室道政相談センター
〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目
電話
011-204-5523（直通）
ＦＡＸ 011-241-8181
メール kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

・役場住民課 窓口
・秩父別温泉「ちっぷゆう＆ゆ」

設置場所

８月２日（月）～８月 31 日（火）まで

設置期間

〇皆様からいただいた署名は、国会法第 79 条の規定による請願書として、衆議
院及び参議院に提出します。
■お問い合わせ 役場総務課庶務係 電話 0164-33-2111（内線 34）

毎年８月７日は「北海道花の日」です
道では、花き産業の持続的な発展と、道民の豊かで健康な生活の実現を図るため、
2020 年 7 月に「北海道花きの振興に関する条例」を制定しました。この条例で
は、広く道民に「北海道の花」を知り、使い、親しむ機運を高めるため、8 月 7
日を「北海道花の日」と定めています。
また、花きの振興を目的として、生産者や農業団体、流通・販売事業者団体、花
文化団体、道などで構成する「北海道花き振興協議会」では、この「北海道花の日」
を中心にさまざまな取り組みを展開しています。
■お問い合わせ
北海道農政部生産振興局農産振興課花果樹係
電話 011－204－5436（ダイヤルイン）
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男女浴場利用カレンダー
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８月

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。

各（総合）振興局総務課
【 裏面もご覧ください 】

日曜・休日当番医表
日付

７月 24 日(日)

７月 31 日(日)

外科・内科

北海道中央病院
深川市西町 1-7
電話 0164-22-2135

深川市立病院
深川市 6-6-1
電話 0164-22-1101

◆■◆■◆ 今月の新刊(図書館だより増刊号) ◆■◆■◆
歯科

さとう歯科医院
砂川市空知太東 1条3丁目1番12号

電話 0125-53-3710

あむﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ歯科口腔外科
芦別市北 4 条東 1 丁目 9-5

電話 0124-27-7313

『完全図解 介護に必要な医療と薬の全知識』長尾和宏、三好春樹 編著／講談社
もう悩まない！迷わない！高齢者のお世話にあたっている
介護者につきものの様々な悩みを、300 点をはるかに超える
イラストと図解で、完全解説しました。
これ 1 冊で介護者に必要な知識が丸ごとわかる決定版です!!

≪実用書≫
≪文学≫
〇80 歳の壁（和田秀樹）
〇マイクロスパイ・アンサンブル（伊坂幸太郎）
〇北海道大人の日帰り
〇競争の番人（新川帆立）
スポット４８０（花岡俊吾）
〇世界が青くなったら（武田綾乃）
〇運動未満で体はととのう（長島康之）〇両手にトカレフ（ブレイディみかこ）
〇宙ごはん（町田そのこ）
〇子宝船（宮部みゆき）
≪児童書≫
〇５分でわかる安心ネット術（手塚信貴）
〇あまやどりのホットケーキ（尾崎潤）

深川市立病院
8 月 7 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

E デンタルクリニック
滝川市緑町 1 丁目 5-23

電話 0125-24-9469

◆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

◆８月の本の展示会情報
８月は一般書展示コーナーでは「芸人さんも作家さん」、児童書展示コーナーでは
「ならんでならんで ぞろぞろすすめ！」の展示・貸出を行ないます。ホールでは引
き続き、
「朝読・昼読にピッタリ♪ オススメの絵本とよみもの」を展示・貸出してい
ます。ぜひご利用ください。

町内行事予定表
日
７月 23 日（土）

行

７・８月

事

場

所

絵本おはなし会

図書館

ちっぷ・ゆう＆ゆ入館料半額の日

ちっぷ・ゆう＆ゆ

26 日（火）

綾川町児童生徒親善交流(～29 日）

27 日（水）

まるごと元気運動教室

スポーツセンター

9：30～

ジャンプアップ教室（～３日）

小学校

9：15～

水泳教室（幼児・小中学生）
（～５日） B＆G プール

新型コロナウイルス感染症についての相談窓口
（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

間

25 日（月）

8 月 1 日（月）

・深川保健所

時

13：30～

9：30～

戦没者追悼式

秩父神社

10：00～

住民相談・行政相談

老人福祉センター

13：30～

3 日（水）

まるごと元気運動教室

スポーツセンター

４日（木）

乳幼児健診

福祉センター

11：15～

9：30～

５日（金）

七夕お楽しみ会

認定こども園

10：00～

※行事は都合で変更することがあります。
次号は、８月５日（金）に発行します。

