図書館映画会（無料）の
お知らせ 7/17・18

美しい景観づくりに参加
しませんか 7/17・8/7

●７月１７日（土）１３時３０分〜

うらほろＹｏｕ遊ナイト
7/16

国道３８号線万年交差点（浦幌
市街地区入口）の花壇の草取り

『ライオン・キング３』
ディズニーのヒット作「ライ

を行います。皆さんの参加をお

オンキング」の舞台裏をティモ

待ちしています。ボランティア

ンとプンバァが案内します。

活動ですので指定日以外に参加

●７月１８日（日）１３時３０分〜

いただいても構いません。

『さとうきび畑の唄』

時 ７月１

７日（土）９時〜

希望を捨てずに明るく生きて

８月 ７ 日（土）９時〜

市街地の各商店街にある公園

いこうとした家族と沖縄戦の悲

※雨天の場合は翌日に順延。

を会場に夜のイベント「うらほ

劇を描いた戦争ドラマ。

問 浦幌町コミュニティ運動推


ろＹｏｕナイト」を開催します。

進協議会事務局（浦幌町役場企

時 ７月１

６日（金）１８時〜
問 浦幌町商工会（℡６−２

１８６）

所 教育文化センター 視聴覚室

問 町立図書館（℡６−５

８３３）

画総務課内

内線２２２）








お知らせ、イベント、暮らしの情報などをお届けします
浦幌町役場代表電話 ０１５５７−６−２１１１

人のうごき
６月３０日現在

免許更新時講習の
お知らせ

●人

時 ８月４日（水）


口／６，６３５人 ( −２０)
男／３，２３４人 ( −１１)
女／３，４０１人 ( −９ )

●世帯数／２，６０６戸（−１０）
●出生／２人

●死亡／７人

●転入／１０人

●転出／２５人

● 1 年前の人口 ６，７３８人
（

）内は前月比

優良 １３時
一般 １３時４０分
違反

９時３０分

初回 １４時５０分
所 池田町西部コミセン

持 免許証及び筆記用具

問 役場企画総務課（内線２

１４）

日曜救急当番医院の
お知らせ
診療時間は１０時から
１６時までです。当番医
が変更になる場合があります。
●７月 18 日 多田医院
●７月 25 日 町立診療所
●８月 １ 日

多田医院

●８月 ８ 日

西谷医院

●８月 15 日 多田医院

浦幌町交通事故発生状況
６月３０日現在

浦幌町内の
雇用情報コーナー

税金・各種使用料は
納期内に納めましょう

●浦幌町

●うらほろ幸寿会（看護士）

●国民健康保険税

発生／５件（前年比
死者／０人（前年比
傷者／１２人（前年比

−７件）
−１人）
−８人）

℡６−５２５２
●㈱エムケイ（製材のカット等）
℡６−２２４９

第１期

納期は７月３１日です。忘れず
に納めましょう。
ご都合により「どうしても納

●㈲ラポロ交通（バス運転手、

めることができない」という方

バス運行・管理）℡９−７３６６

は、いつでもご相談を受け付け

平成１６年６月８日現在３００日と

●㈱竹田そうご電器（電化製品

ています。お気軽にご連絡くだ

なり、浦幌町交通安全協会が表

小売業）℡６−２１４０

さい。

彰されました。

●浦幌町農業協同組合（酪農ヘ

問 役場税務課（内線１

２１）

事故死者／ゼロ日数 ３２３日
浦幌町内での死亡事故ゼロが

これから行楽期を迎えますが、
交通安全を心がけ「ゆとり」を
もった運転を心がけましょう。
日 日程など

HP ホームページアドレス

ルパー）℡６−４０１１
求人が決まっている場合があ
りますのでご了承ください。
E メールアドレス



化石レプリカづくり教室
7/30

縄文人にチャレンジ、縄文
土器を作ろう 7/27
縄文時代の土器作りに挑戦し
ます。

時 ７月３

０日（金）１３時〜

めをします。工事期間中は地元
の皆さまをはじめ、ご通行の皆
さまには大変ご不便をおかけし
ますが、ご理解とご協力をお願
いします。

親として知られる松浦武四郎の
交友関係と趣味に関する資料を

に触れてみてください。

展示し、新たな松浦武四郎の世

時 ７月２

７日（火）１３時〜
所 教育文化センター 学芸員室

料 無料（定員 10 名）

問 町立博物館（℡６−２

００９）

界を探ります。
期 ７月２

３日（金）〜８月２２日

（日） 毎週月曜日休館日
所 北海道立帯広美術館

料 大人５

００円、中学生以下無料
問 十勝毎日新聞社事業局


（℡０１５５−２２−７５５５）

厚内中学校が来年４月から
浦幌中学校に統合
６月２６日、厚内中学校ＰＴＡ
の臨時総会が開かれ、厚内中学
校の閉校・統合を承認しました。
小規模校の良さは認めつつも、
「集団性が生かされる学習環境
で学ばせたい」と提案説明がさ
れました。

問 役場管財水道課（内線１

３２）

八木・西本町長が語る
まちづくり討論会 8/2・4
「私たちはこんなまちを描い
ています」をテーマに討論会を
開催します。町の将来像、財政
状況などについて討論し、法定
協議会設置を議会提案する前に、
皆さんからご意見・ご提案をい
ただきたいと思います。
時 ８月２日（月）１

９時〜
所 浦幌町コスミックホール

時 ８月４日（水）１

９時〜
所 豊頃町える夢館

問 役場企画総務課（内線２

２１）

通行止

８月１日から供花紙の
書き損じ代金有料化へ

念事業として、北海道の名付け

２〜３週間乾燥後、野焼きを

問 町立博物館（℡６−２

００９）

林道改良工事のため、通行止

十勝毎日新聞創刊８５周年記

行います。ぜひ、縄文のロマン

所 教育文化センター 学芸員室

料 無料（定員 20 名）


道路の通行制限（通行止め）
林道駅停沢線 10/20 まで

松浦武四郎〜時代と人々
7/23 〜 8/22

海上保安大学校・海上保安
学校の学生募集

農作業事故に
注意しましょう

新生活運動の推進を目的に供

海上保安庁では、平成１６年度

町内で既に２件の死亡農作業

花紙を１枚２００円で販売してい

国家公務員海上保安大学校（受

事故が発生しています（６月３０

ますが、書き損じ分については、

付期間：８月２６日〜９月７日）
・

日現在）。

徴収しておらず当協議会の負担

海上保安学校（受付期間：７月

収穫作業等機械を使用する農

となっています。

２０日〜８月３日）の学生採用試

作業では事故の危険性が高くな

当協議会の安定した運営を行

験を行います。採用者は、平成

りますので、くれぐれも十分な

うために、書き損じ分について、

１７年４月上旬に入校予定です。

安全確認をした上で作業するよ

８月１日から有料としますので、

問 十勝太ロラン航路標識事務所


うにしましょう。

ご理解とご協力をお願いします。

（℡０１５５７−６−４９１９）

問 浦幌町コミュニティ運動推


広尾海上保安署

進協議会（浦幌町役場企画総務

（℡０１５５８−２−０１１８）

課内

HP http://kaiho.mlit.go.jp

内線２２２）

記号の意味 時 日時 期 期間 所 場所 持 持ち物 問 問合先 料 参加料など 受 受付など 申 申込方法



