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年末抽選会の投函期限は 11 月 30 日まで！！
まだ抽選券を投函していない方は、お手元の抽選券の期限までの投函をお忘れ
なく！（抽選券は広報１０月号に折り込んで配布済みです。
）
います。
〇投函場所
平日のみ
・商工会

・土地改良区

・JA 貯金窓口

期間
11 月 13 日(日) ～ 11 月 22 日(火)までの 10 日間

なお、本抽選会は、今年中止となったとんでんまつりの景品を使用して行って

・役場産業課

この時期、日没が一層早まり、夕暮れ時から夜間にかけて歩行者や自転車を利用し
ている方が被害に遭う交通事故が増加する傾向にあります。
これからは、突然の降雪、吹雪といった天候の変化による視界の悪化が原因の交通
事故や路面凍結など路面状況の変化によるスリップ事故の発生も懸念されます。早め
に冬タイヤへの交換を行うとともに、交通ルールの遵守を心がけ、交通事故の発生を
防ぎましょう。
なお、北海道では関係機関・団体と連携して、次のとおり「冬の交通安全運動」を
展開し、交通安全意識の高揚を図ります。交通安全を願う道民の輪を広げ、安全で安
心な交通事故のない社会を目指しましょう。

運動の重点
1．子供・高齢者を始めとする歩行者の安全確保
2．スリップ事故防止と全席シートベルト着用
3．飲酒運転の根絶
なお、秩父別町においても、上記期間中（土日祝日を除く）に役場前交差点にて啓
発活動を実施いたします。

土・日・祝日可
■お問い合わせ
役場総務課交通安全係 電話 0164-33-2111（内線 34）

・ゆう＆ゆ

家電４品目の適正な処分にご協力をお願いします
見 本
※こちらは抽選券のサンプルです。
■お問い合わせ
役場産業課商工・観光・労働係 電話 0164-33-2111（内線 63）

10 月上旬、旧車両センター前のごみステーションで、テレビが燃やせないごみと
して出されていました。
テレビ（ブラウン管式・液晶・プラズマ）
、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、
エアコンは家電リサイクル法対象機器のため、「燃やせないごみ」や「大型ごみ」と
して収集・受入れはできません。廃棄する際は取扱店等にご相談ください。
■お問い合わせ
役場住民課衛生係 電話 0164-33-2111（内線 43）
【 裏面もご覧ください 】

日曜・休日当番医
日付

外科・内科
深川市立病院
担当医：北竜町立診療所
深川市 6-6-1

11 月 1３日(日)

電話 0164-22-1101
深川市立病院
担当医：たかはし内科消化器内科
深川市 6-6-1

11 月 2０日(日)

電話 0164-22-1101
深川市立病院
11 月23 日(水・祝)

担当医：津田こどもクリニック
深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101
深川市立病院
11 月 2７日(日)

担当医：沼田町立厚生クリニック
深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101
深川市立病院
12 月

４日(日)

担当医：納内診療所
深川市 6-6-1

電話 0164-22-1101

春休み海外研修交流事業のお知らせ
歯科

みなみ歯科医院
滝川市西町 5 丁目 3-28

電話 0125-24-3734

押尾歯科医院
砂川市西２条北３丁目 1-10

電話 0125-52-2811

多比良歯科医院
砂川市東 7 条南 5 丁目 19 番

電話 0125-54-3510

小西歯科医院
芦別市北 2 条西 1 丁目 6-5

電話 0124-23-0102

山中歯科医院
奈井江町字奈井江 171-2

電話 0125-65-5554

◆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、初めに下記までお問い合わせください。
〇夜間急病センター（深川市立病院内） 電話 0164-22-4100

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

公益財団法人・国際青少年研修協会では、春休み海外研修交流事業の参加者を募集
しています。海外生活を通して交流を体験し、国際感覚を養うことを目的に実施しま
す。初めて海外へ行かれる方も安心して参加できるように事前説明会や事前研修会も
実施し、準備からサポートいたします。
【研修国】 イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・ハワイ・カンボジア・
ネパール
【内 容】 ホームステイ・英語研修・学校訪問・文化交流・地域見学・野外活動等
※研修国（コース）により体験内容を選択できます。
【説明会】 対面式（東京都内）とオンライン式 １２月予定
※実施日についてはお問合せください。
【日 程】 3 月 26 日（日）～4 月 6 日（木）の内 12 日間
※研修国（コース）により異なります。
【対 象】 小 3～高 3 の方まで ※コースにより対象学年が異なります。
【定 員】 各 10 名
【参加費】 34 万 8 千円～78 万 8 千円 ※研修国によって異なります。
【締 切】 1 月 12 日（木）
、1 月 25 日（水） 締め切り日まで受付します。
※研修国（コース）によって異なります。
■お問い合わせ・資料請求
公益財団法人 国際青少年研修協会 電話 03-6825-3130
E メール info@kskk.or.jp
URL http://www.kskk.or.jp

町内行事予定
日

行

事

11 月 12 日（土） 令和４年度秩父別町防災訓練
14 日（月） 冬の交通安全運動街頭啓発
（平日のみ）22 日まで
16 日（水） まるごと元気運動教室
J アラート全国一斉情報伝達試験
17 日（木） ふれあい・いきいき広場
子育て相談
25 日（金） ちっぷ・ゆう＆ゆ入館料半額の日
まるごと元気運動教室
26 日（土） 絵本おはなし会
30 日（水） まるごと元気運動教室

11 月
場

所

時

間

交流会館

10：00～

役場前交差点
スポーツセンター

7：40～
9：30～
11：00
10：00～
10：00～

老人福祉センター
スポーツセンター
ちっぷ・ゆう＆ゆ
スポーツセンター
図書館
スポーツセンター

9：30～
13：30～
9：30～

※行事は都合で変更することがあります。
次号は、11 月 2５日（金）に発行します。

