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名寄市・ドーリンスク市
２０年の歴史
―北国の文化を共に育む―
名寄市とロシア連邦サハリン州ドーリンスク市が
友好都市提携20周年を迎えました。これまでの交
流を記念してドーリンスク市からの訪問団をお招
きし記念事業を行います。

1991年3月25日友好都市の調印式
提携当時の桜庭市長とシドレンコ市長

1988（平成63）年、第４回サハリン平和の船に名寄日
ソ親善協会会長をはじめ３人の市民が参加したことがき
っかけとなり、1990（平成２年）年10月、当時の桜庭市
長、野村市議会議長らが公式訪問を行い、ロシア連邦サ
ハリン州ドーリンスク市との交流がはじまりました。
1991（平成３）年３月に、ドーリンスク市シドレンコ
市長一行が来名し、友好都市提携調印式を挙行。同年６
月に名寄・ドーリンスク友好委員会が発足しました。
提携からこれまでの間、友好委員会が中心となり、少
年少女合唱団の訪問に始まり、民族アンサンブル団受け
入れ、ポピュラーバンド訪問による音楽交流、このほか
芸術学校訪問団や医療訪問団、民間職業研修生の受け入
れ、スポーツ少年団交流や語学研修交流などの文化、医
療、スポーツ交流などで親交を深めてきました。
名寄・ドーリンスク記念事業実行委員会において、友
好都市提携20周年を記念し、８月26日から30日まで、ド
ーリンスク市から25人をご招待し、記念式典をはじめ記
念モニュメントの除幕式やドーリンスク・名寄市民音楽
交流会などの記念事業を開催いたします。
これを一つの節目として、さらに相互理解と親交を深
め、若い世代へ交流が継承されることを願います。

2004年 救急車をプレゼント

2006年 表敬訪問で法被をプレゼント

2007年 フルート奏者による演奏会

広報なよろ第65号
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節目を迎え、友好の架け橋

●これまでの主な交流
1991年３月

名寄市にて友好都市の調印式

20周年を記念して、西１条北５丁目〜７丁目が

1992年６月

医療訪問団受け入れ

ドーリンスク通（通称）と命名されました。

1994年５月

語学留学生の派遣

ドーリンスク通に街路灯７基を増設。大学公園

〃

８月

サッカー少年団派遣

内にはナナカマド５本の植樹を行い、モニュメ

〃

10月

教育・福祉交流団受け入れ

ントと時計塔が設置されました。

1996年５月

名寄市から消防車を寄贈

モニュメントは『架け橋』をイメージしてデザ

1999年９月

ドーリンスク市開拓115周年記念式典開催

インされており幅2.4ｍ奥行き0.7ｍ高さ1.2ｍ

2000年８月

名寄市開拓100周年記念式典開催

（土台含む）。時計塔は高さ５ｍ。

2001年７月

友好都市提携10周年を記念した青少年訪問団の派遣

西１条通が明るくなり、大学公園にも新たなシ
ンボルが誕生しました。

〃

７月

訪問団派遣

訪問団受け入れ

〃

チャリティーコンサートの実施

2002年１月

〃

記念誌『絆』の発行

2003年８月

語学留学生の派遣

2004年９月

ドーリンスク市開拓120周年記念式典開催

〃

訪問団派遣

名寄市から救急車を寄贈

2006年８月

第８回青少年サハリン北海道「体験・友情」の船受け入れ

2007年５月

タチアナ親子フルート奏者の受け入れ

2008年８月

名寄ピヤシリ少年少女合唱団派遣

2009年９月

ドーリンスク市開拓125周年記念式典開催

2010年９月

友好都市提携20周年記念としてドーリンスク市に訪問団派遣

訪問団派遣

エゾ山桜を植樹

2008年 合唱団派遣による音楽交流

ドーリンスク市の皆さんとの交流にご参加を！！
歓迎レセプション参加者募集
名寄・ドーリンスク友好都市提携20周年記念式典並び
に歓迎レセプションの参加者を募集しています。
ドーリンスク市の皆さんとふれあい、生活や文化など
情報交換をしてみませんか？
と き：８月27日（土）18：00〜
ところ：グランドホテル藤花
会 費：4,000円
募集期間：平成23年８月４日（木）〜15日（月）

2009年 ドーリンスク市創立125周年
記念式典に出席

ドーリンスク・名寄市民音楽交流会
ドーリンスク市からは歌やフルート演奏など、名寄市
からはお琴や尺八の和楽器演奏などの音楽交流が行わ
れます。市民のみなさんも観賞できますので、ぜひご
来場ください。
と

き：８月28日（日）
開場＝13：00 開演＝13：30
ところ：名寄市民会館 大ホール
入場料：一人 300円
▲

2010年 提携20周年記念植樹
：ドーリンスク市
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申し込み・問い合わせ
名寄・ドーリンスク記念事業実行委員会
事務局 営業戦略室営業戦略課
01654③2111 内線3343・3345

経済の活性化を目指して
名寄の明日を支える企業を応援！
中小企業向け支援制度をご案内します
市が行う中小企業向け支援制度の事業内容をご案内します︒
いずれも事前の申請が必要です︒該当される事業がありましたら
ご相談ください︒
なお︑補助率︑対象経費についてはお問い合わせください︒

異業種との交流や組織の強化をしたい
異業種交流事業
経営者などが共同でそれぞれのノウハウや情報などを相互に交流
することにより技術研究および製品開発︑経営研修等を実施し︑
広い視野から新たな事業展開の可能性を追求していくための事業
に必要な経費を助成
企業の組織化事業
組合の設立
中小企業者︑事業協同組合︑事業協同小組合︑企業組合︑協同組
合︑商店街振興組合︑商店街振興組合連合会等を設立した場合に
必要な経費を助成
組合事務所の維持管理
組合事務所の運営管理に要した経費を助成

商店街の環境を整備したい
商店街環境整備促進事業
公共性を有する商店街施設の環境整備に必要な経費を助成

商店街や店舗をもっと整備したい

街なかにぎわい事業
商店街活性化を推進するため地域住民とのふれあいを深めるコミ
ュニティ事業
商業団体︑各種グループが主催する事業に要する経費を助成

商店街活動の基礎とするための調査研究
①商業団体が実施する計画策定事業
②商業団体が実施する調査︑診断事業
③自主活動支援事業︑グループが主体となって行う調査・研究事
業

(1)

商店街空き地空き店舗活用事業
名寄市都市計画用途地域の商業地域内の空き地︑空き店舗を活用
する事業

(2)

販路拡大事業
地場企業が新たな市場の開拓と販路の拡大のため︑展示会︑物産
展︑見本市などに参加する事業

物産の販路を拡大したい

店舗支援事業
名寄市内で店舗または事務所の新築および増改築事業に対する助
成

中心市街地近代化事業
名寄市都市計画用途地域の商業地域内で行われる近代化事業︵新
築・改築・増築︶に対する助成

店舗を新築・改築・増築したい

(3)

新 製 品 の 開 発 並 び に 自 社 製 品 の 改 良お よ び 品 質 向 上 の た め ︑ 試 験
研究機関などに試験および分析を依頼する事業

○

○

(1)

(2)
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工業技術者養成事業
工業技術高度化事業
技術の向上を図るため企業や個人が合同で研究会などを１年以上
継続して開催する事業

技術を高めたい・技術者を養成したい

人材確保︑養成事業
人材開発センター利用促進事業
人材開発センターを利用し研修会などを開催した費用の助成

人材の確保・養成をしたい

技能育成対策事業
技能士の技能水準および社会的地位向上を図るため活動する団体
への助成

若年技能者育成促進事業
若年技能者を育成し技能を継承するための活動を実施する事業

技能士検定受験促進事業
職業能力開発促進法に基づく技能検定試験受験費用の補助

職業訓練促進事業
認定職業訓練を行う運営費を補助

労働環境の向上を図りたい

中小企業大学校派遣事業
企業の経営管理者や従業員が中小企業大学校を受講する場合の受
講料の助成
地元企業就職促進活動事業
経済団体や企業団体が学生などに対して行う地元企業の宣伝活動
費用の助成

補助基準︑対象経費については︑各事業により異なりますので詳
※
しくはお問い合わせください︒また︑すべての支援制度は事前申
請ですので︑事業着手前にご相談ください︒

詳細は名寄市ホームページにも掲載しています︒
※
http://www.city.nayoro.lg.jp
名寄市ホームページ↓まちづくり↓商工業振興↓商工支援ガイド

▼問い合わせ
名寄庁舎３階 営業戦略室営業戦略課
０１６５４③２１１１︵内線３３４６・３３４７︶

中小企業向け支援策ガイドブック

市の助成制度のほかにも国・道・北海道中小企業総合支援センター
の支援制度もありますので︑ホームページＵＲＬをご紹介します︒
●中小企業庁

23

勤労者福祉事業
事業所内福祉施設設置事業
労働環境の向上と雇用の安定を図るため︑事業所内に福利厚生施
設を設置するために要した費用の助成

(1)

(2)

http://www.meti.go.jp/earthquake/smb/guide03.pdf#search
●北海道の支援制度︵北海道経済部︶のページ
︵﹁平成 年
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sum/index.htm
度経済・雇用支援制度ガイドブック﹂をご覧ください︶
●北海道中小企業総合支援センター︵支援制度ナビ︶のページ

http://www.hsc.or.jp/shiennavi/

平成23年8月号
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退職金制度普及促進事業︵新たに加入した事業所のみ対象︶
中小企業退職金共済制度加入事業
特定退職金共済制度加入事業
パート労働者退職金制度加入事業
から のいずれも同制度に新規加入した事業所に対し︑掛け金の
一部を助成
(3)

(3)

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(3)(2)(1)

(1)

浩一︵

歳︶

コメント

０１６５４⑨４０１１

ファックスの場合

備え付け︵上記指定場所︶の﹁意
見提出用紙﹂に住所・氏名を明記の
うえ持参︑ファックス︑郵送︑電子
メールなど︵﹁意見提出用紙﹂は︑
ホームページからダウンロードでき
ます︶

意見の提出方法

第９次名寄市交通安全計画 ︵案 ︶﹂
﹁
に対する市民意見を募集します

名寄市では︑交通安全対策基本
法第 条に基づき﹁第９次名寄市
交通安全計画﹂を策定します︒
この計画は︑名寄市における交
通安全に関し︑国および北海道に
準じた施策とともに︑名寄市の地
域特性に応じた総合的かつ長期的
な施策の 大 綱 を 定 め る も の で ︑計
画期間は︑平成 年度から平成
年度までの５年間です︒
現在︑名寄市パブリック・コメ
ント手続条例に基づき︑次のとお
り素案を公表していますので︑意
見をお寄せください︒
23

27

新教育長を紹介します
小野

13

６月 日をもって退任した前名寄市教育長藤原忠氏の後任として︑
平成 年第２回名寄市議会定例会︵６月 日︶において名寄市教
育委員会の委員に選任︒７月１日名寄市教育委員会での互選によ
り︑名寄市教育長に就任しました︒任期は︑前任の教育長の残任
期間である平成 年５月 日まで︒
15

パブリック

公表の方法

提出期限

ny-public@city.nayoro.lg.jp

メールの場合

名寄市大通南１丁目１番地
環境生活課環境・生活安全係 あて

郵送の場合

Fax

59
26

15

21

26

平成 年８月 日︵木︶まで
名寄市ホームページ
↓各種情報↓ パブリック・
コメント
＝
▼問い合わせ
URL
www.city.nayoro.lg.jp/
指定場所での閲覧
名寄庁舎 １階
名寄庁舎︵環境生活課含む︶・
環境生活課環境・生活安全係
風連庁舎・智恵文支所の情報公
０１６５４③２１１１
開コーナー
︵内線３１２１︶

18

歴

︿敬称略﹀

23

略
51 27

平成 年２月 日富良野市生まれ︒
昭和 年３月に北海道教育大学旭川校卒業後︑平成４年まで
上川管内の中学校で教諭として勤務︒平成５年４月から平成
年３月まで網走︑檜山︑上川の教育局において義務班指導
主事や同主査を経験ののち︑平成 年３月まで宗谷︑上川教
育局で生涯学習課長として勤務︒同年４月から旭川市立愛宕
中学校長︑平成 年４月から平成 年６月末まで旭川市立広
陵中学校長︒
19

23

(1)

(2)

23 30

15
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■スクールインフォメーション

学｢校 を｣開く

教教

教｢師 を｣開く

名寄市立名寄東小学校
響 き合い開 く教 育
本

教育内容を高め︑学力の向上と
定着を図るために︑研修活動や
指導の形を工夫しています︒
研修活動では︑講師をお招きして
研修会や校内研修を行い︑指導力の
向上を図っています︒
また︑算数で複数教師を配置し︑
担任と連携した授業を行っていま
す︒そのなかで理解度に対応した授
業や︑チームを組んでの授業を進め
ています︒
加えて︑一人ひとりのニーズに対
応した個別支援の学習も行っていま
す︒

地

授｢業 を｣開く

域の力を生かした授業を進める
ため︑地域の人材を活用した授
業や︑地域に学ぶ教育を進めていま
す︒その中から︑﹁合同学習﹂と
﹁連携学習﹂を紹介します︒
﹁合同学習﹂は︑コミュニティカ
レッジ生との学習です︒各学年で年
間二時間程度の活動のほか︑一緒に
給食を食べています︒人生の先輩か
ら地域や生きる知恵を学び︑人間関
係などを深める機会ともなっていま
す︒
﹁連携学習﹂は︑名寄農業高等学
校から名寄産業高等学校に引き継が
れ︑本年で 年を数える歴史ある学
習です︒
高校生と共に学習を進め︑観察・
飼育・栽培活動を通して︑自然や生
いけい
命への畏敬の念を学び︑感謝の気持
ちが育っています︒

平成23年８月号
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29

▲▼｢連携学習｣
１年生：動物とのふれあい
（産業高校名農キャンパス）

校の目指す地域に開かれた教育
活動を進めるため︑保護者・地
域と一体となった教育を工夫してい
ます︒その一つに︑学校周辺のラベ
ンダーを通して活動を進める﹁ラベ
ンダー活動﹂があります︒
地域やコミセンの皆さんと一緒に
草取りや︑ラベンダーの開花時に ラ
｢
ベンダー祭り を
｣開催しています︒
また︑花穂を乾燥させ︑保護者・
コミセンの皆さんとラベンダーポプ
リを作成しています︒できたポプリ
は︑学習発表会などに感謝を込め
て︑地域の皆さんに届けています︒

▲校内研究授業

学校紹介

昭昭

17

和 年開校の本校は︑平成２年
月︑外見︑機能いずれも地域
のシンボル的な建物として新築され
ました︒その際︑開かれた学級学校
を目指し教室間の壁がないオープン
システム教室を採用しました︒
本年１月︑長年の願いであった新
体育館が完成し︑明るく暖かい校
舎・体育館でのびのびと活動を行っ
ています︒また︑地域の公民館的機
能を持つコミュニティセンター︵以
下コミセン︶が校舎新築とともに併
設され︑運営委員会が発足しまし
た︒以後︑本校と連携した活動を
脈々と進めています︒
本校では︑この教育環境を生か
し︑地域と共に歩む﹁響き合い開く
教育﹂を基調として︑教育活動を進
めています︒この間︑本校の教育活
動が認められ︑上川管内教育実践表
彰を受賞しました︒また︑平成 年
にはコミセンが同表彰を受けました︒
現在も︑地域と共に歩みながら︑
日々︑教育活動に励んでいます︒

▲「ラベンダー祭り」
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「Ａｉｒてっし」で８月４日(木)と15日(月)の午前と午後に放送します。

名寄本館

図書館

開 火・金

土・日
風連分館
開 月〜金

大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
9:30〜17:00 水・木 9:30〜20:00 ※17:00以降は１階のみ
休 月・月末・祝・年末年始
9:30〜16:00
風連町南町84-1
01655③2871 FAX 01655③2380
9:30〜17:00 土 9:30〜16:00 休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の予定】
■図書館古典文学講座
『蓮（はちす）の露ー良寛禅師と貞心尼ー 』
・と き ９月３日〜１０月８日（毎週土曜日）
１３：３０〜１５：３０（全６回）
・講 師 佐藤 喜代枝 氏
・対 象 中学生以上（定員３０人）
・申込み 電話またはカウンターで受け付け
（定員になり次第締め切ります）
■ミニ展示 『暑い夏を乗りきるためのセルフケア』
■おはなしクラブ(金曜日 15：30〜)
・と き ８月１２日、１９日、２６日
・ところ 名寄本館２階会議室
・対 象 ３歳以上〜小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作ほか
■ペンギンクラブ(木曜日 10：30〜)
・と き ８月４日、１８日
・対 象 ３歳未満児と保護者
・内 容 ４日「ペープサートをつくろう」
１８日「外であそぼう！」
【風連分館の予定】
■おはなしタイム(水曜日 15：00〜)
・と き ８月３日、１０日、１７日、２４日
・対 象 児童

生涯学習課･公民館
■第５回 芸術文化鑑賞バスツアー
・実施日 ９月２６日（月）
１７：３０ 名寄庁舎前出発
２１：５０ 名寄庁舎前到着予定
（その他乗降場所／ハローワーク前・文化セン
ター前・風連駅前）
・行き先 士別市 あさひサンライズホール
（こまつ座「父と暮らせば」を鑑賞）
・参加費 ２,６００円（チケット代､傷害保険料など)
・申込期間 ８月１日（月）〜８月１０日（水）
■第６回 芸術文化鑑賞バスツアー
・実施日 １０月１５日（土）〜１６日（日）１泊２日
１５日
９：００ 名寄庁舎前出発
１６日 １７：２０ 名寄庁舎前到着予定
（その他乗降場所／ハローワーク前・文化セン
ター前・風連駅前）
・行き先 札幌市 劇団四季「ライオンキング」(Ｃ席)
アサヒビール工場見学
・宿泊先 ホテルルートイン札幌駅前北口
・参加費 １１，０００円（チケット代・一日目昼食代・
宿泊費・高速道路料金・傷害保険料など)
・申込期間 ８月１２日（金）〜８月２３日（火）
※バスツアー定員 ３３人
※最少催行人数２０人。定員を超えた場合は抽選

■おはなしポケット(金曜日 10：00〜)
・と き ８月５日、１９日
・対 象 幼児と保護者

自動車文庫「やまゆり号」８月の巡回日程
《名寄地区》
2日(火)・16日(火)

3日(水)・17日(水)

4日(木)・18日(木)

5日(金)・19日(金)

10日(水)・24日(水)

麻生公園前
ライラック公園前
はなぞの広場前
第一老人クラブ前
ハルニレ公園前
浅江島公園築山前
錦町公園前
北老人クラブ前
ノースタウンふれあい会館前
コデマリ公園前
栄町公園前
西１０南１自衛隊官舎前
緑丘第一団地前
名寄東小学校横
サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前

15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:55〜16:15
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:10
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:05
15:00〜15:15
15:25〜15:40
15:50〜16:10
15:05〜15:20
15:30〜15:45
15:55〜16:15

《風連地区》
18日(木)
19日(金)
25日(木)

日進地区（日進小学校）
旭地区（大久保様宅前）
東風連地区（東風連小学校）
市街地区（野村様宅前）
下多寄地区（下多寄小学校）
フロンティアハウス

10:10〜10:35
11:00〜11:10
10:15〜10:35
11:00〜11:15
10:15〜10:40
10:50〜11:05

市民文化センター 西1 3 条南４丁目
01654②2218
開 8:00〜22:00
休 月末・年末年始
風連陶芸センター
01655③2743

■夏休み子ども写生会にご参加を
・と き ８月８日（月）１０：００〜１４：００
・ところ 市民文化センター集合（浅江島公園で写生）
・申込み 不要。直接文化センターへ
・対 象 幼児､小学生､中学生､高校生およびその家族
・参加料 無料（記念品、賞状贈呈あり）
※１６日（火）午前中まで作品を展示し、その後表彰
■市民盆踊り大会
・と き ８月１４日（日）・１５日（月）
※雨天の場合は１６日（火）まで順延
（実施の場合、１７時３０分に花火打上げ）
１８：３０〜１９：３０ 子ども盆踊り
１９：３０〜２０：３０ 北海盆踊り・仮装盆踊り
・ところ 南広場（西２南９）
※「仮装盆踊り」〈申し込みは８月12日(金)まで〉
※１４日(日) 個人の部(１人) 最優秀賞３万円ほか
１５日(月) 団体の部(５人以上)最優秀賞10万円ほか
・主 催 市民盆踊り大会実行委員会(事務局 市公民館)
■なよろ伝統文化伝承教室 茶道教室生徒募集！
・と き 平成２４年２月９日（木）までの月２回
１４：００〜１７：００
・ところ 北国雪国ふるさと交流館「雪あかり館」(大通北１)
・講 師 伊藤 幸子氏（茶道晋皎会）
・受講料 １，０００円（全期間の料金）
※テーブルと椅子を使用
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まなびの部屋

博物館

北国博物館 緑丘222
・FAX 01654③2575
e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
開 9 : 0 0〜1 7 : 0 0
休 月・年末年始
風連分館（風連歴史民俗資料館 風連町南町85）

■第２４回特別展「花に集まる虫たち〜チョウ・ハチ」
夏の特別展は、チョウ、ハチを中心
カラスアゲハ
に昆虫がテーマです。「花に集まる」
という視点で、花と虫とのいろいろな
関係を紹介しています。
昆虫標本、生態写真、説
明パネルなどを通して、
地域の自然について関心
キアゲハ
を広げてください。
エゾオオマルハナバチ
また、ギャラリー前で
はヒマワリをはじめ、虫を集める夏の
花々を展示しています。実物の昆虫の
訪れを待ちながらお楽しみください。
・と き ８月２８日（日）まで開催中
・ところ 北国博物館ギャラリーホール（無料）
・内 容 ・花と虫の不思議な関係
・花に集まる虫（チョウ、ハチ、甲虫）
・花と昆虫の写真館など

なよろ市立天文台
なよろ市立天文台

きたすばる

■常設展示室の観覧
北国博物館の常設展示室は、北国の自然と歴史をテーマ
に、雪と寒さに関わる資料を数多く展示しています。石器
や土器の時代、アイヌ文化の時代、開拓期から現代までを
通して、工夫された家や暖房、防寒具、除雪用具などが見
られます。また、地域産業としても発展したスキーや、天
然記念物「鈴石」、元大関「名寄岩」の紹介、映像（2本各
10分）と情報検索のコーナーがあります。
≪常設展示室観覧料≫
●高校生以上は200円（10人以上の団体は１人100円）
●中学生以下は無料（教育・福祉関連でも無料になる場
合がありますのでお尋ねください）
■地域情報室の利用
地域情報室（北国博物館２階）は、自由に利用できる閲
覧コーナーです。動植物の図鑑、地域の生活や歴史に関わ
る図書類が揃っています。夏休みの自由研究などに活用く
ださい。

日進1 5 7 番地1 （道立サンピラーパーク内星見の丘）
01654②3956
kitasubaru@nayoro-star.jp
休月・火
URL http://www.nayoro-star.jp/
開 水〜日・祝日 1 3 : 0 0 〜 2 1 : 3 0 （21：00までに入館）

■天文台利用案内
・夏休み特別開館（８月２８日まで）
・開 館 火曜日〜日曜日１０：００〜２１：３０
・休 館 １日、８日、１８日、２２日
・入館料（夏休み特別料金）
大人４００円、大学生３００円、高齢者
（７０才以上）および高校生以下無料
※８月２９日から通常の開館・料金です。
詳しくは天文台にお問い合わせください。
■プラネタリウムのご案内（夏休み特別開館中）
・職員投影 １１：００、１３：００、１５：００、
１７：００、１９：００〜
・投影番組
奇数日 銀河鉄道の夜（ロングバージョン）
偶数日 HAYABUSA BACK TO THE EARTH 帰還Ver
DC版.（ロングバージョン）
※８月３１日から通常の投影時間に戻ります。
詳しくは天文台にお問い合わせください。
■天体観望案内
・月面が見える期間 ３日〜１８日
※晴れている昼間に、望遠鏡で見ることのできる星も
あります。
■ペルセウス座流星群観望会（会場：なよろ市立天文台)
・と き ８月１２日（金）〜１３日（土）
２０：００〜２３：３０
・参加費 天文台入館料

■夏休み天文教室（会場：なよろ市立天文台）
・と き ８月 ６日（土）１６：００〜１６：４０
・参加費 天文台入館料
■きたすばる星まつり（会場：なよろ市立天文台）
・と き ８月２７日（土）
■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内
・見学のみ（開館時間〜１９時頃）
４日〜７日､１３日〜１７日､１９日〜２１日､２４日〜
２８日､３１日
・天気が良ければ星が見られる日時
５日〜 ７日 １８:５０〜２１:３０
１２日〜１４日 １８:４０〜２１:３０
１９日〜２１日 １８:３０〜２１:３０
２６日〜２８日 １８:２０〜２１:３０
※急きょ、必要な観測が生じた場合は、見学・観望が
できないことがありますので、ご了承ください。
※詳しい時間などはホームページをご確認いただくか、
天文台までお問い合わせください。

M51の中に現れた超新星
６月１日頃にＭ51（子持ち
銀河）の中に現れた超新星（写
真の線で指し示した星）。これ
まで見えていなかった星が、超
新星爆発を起こすことで突如見
えるようになりました。
2011年７月７日撮影
撮影者：渡辺 文健

９

平成23年８月号

子宮がん・乳がん検診

HEALTHY
GUIDE

のお知らせ

次の日程で、子宮がん・乳がん検診を実施します。名寄市国民健康保
険に加入している方や、子宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券を
お持ちの方は無料で受けられます。その他の健康保険に加入している方
も、２年に１度の受診で市の補助が受けられますので、ぜひこの機会に
お申し込みください。
【検診の対象】
日

程

子宮がん検診…２０歳以上の女性
乳がん検診……４０歳以上の女性
検診内容

時

間

９月

６日（火）

① 9：00〜 9：30

９月

７日（水） 子宮がん検診

②10：00〜10：30
③13：00〜13：30

９月２９日（木）
９月３０日（金）

乳がん検診

場

所

申し込み・問い合わせ
保健センター
名寄市西２北５丁目
01654②1486

休日当番医
保健センター

④14：00〜14：30
※空きのある日程を載せています。

このほか名寄市立総合病院や旭川がん検診センターでは、自分の予定
に合わせて子宮がん・乳がん検診などが受けられます。
また、無料クーポン券や料金についてなど詳しくは保健センターまで
お問い合わせください。

特定不妊治療費助成事業について

急患に限ります
8月 7日

市立総合病院
01654③3101
14日 吉田病院
01654③3381
21日 名寄中央整形外科
01654③2006
28日 名寄三愛病院
01654③3911
9月 4日 市立総合病院
01654③3101
救急医療情報案内
フリーダイヤル
0120−20−8699

北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図ること
を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。
対象となる治療
体外受精および顕微鏡受精が対象となります。
ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による
不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象になりません。
対象となる方（次の１〜４のすべての要件に当てはまる方です）
１．夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること
（札幌市、旭川市、函館市の政令指定都市、中核市を除く）
２．法律上の婚姻をしていること
３．知事が指定した医療機関での治療が対象となります。
４．夫婦の前年の所得（合計額）が730万円未満であること
（５月末までは前々年の所得、６月以降は前年の所得）
助成の内容（額および期間）
・１回の治療につき15万円まで、１年度目は年３回、２年度目以降は
年２回、通算５年間助成します。（通算10回を限度）
・１回の治療に要した費用が15万円に満たないときは、その治療に要
した額となります。
・助成対象は治療に関わる料金のみとし、個室代や食費などは含まれ
ません。
助成の手続き・必要書類など詳しい問い合わせ
上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室（名寄保健所）
健康推進課健康推進係（ ０１６５４③３１２１）
北海道子ども未来推進局のホームページからもご覧になれます。

子育て保健
ミニカレンダー
８月
2日(火) １歳６カ月児健診
3日(水) 二種混合(小６)
4日(木) ３〜４カ月児健診
ＢＣＧ
9日(火) 二種混合(小６)
12日(金) 二種混合(小６)
15日(月) 股関節脱臼検診
23日(火) ７カ月児健診
24日(水) ちびっこひろば①
25日(木) ３歳児健診
26日(金) 親子ふれあいひろば
29日(月) 赤ちゃん計測日
30日(火) ちびっこひろば②
31日(水) のびのび親子教室
※風連会場は風連地区の方のみ
を対象として実施しています。
※詳しくは母子保健カレンダー
をご覧ください。
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L
児童センターからのお知らせ
児童センターまつり

児童センターバス遠足

〜子どもも、大人も一緒に夏を楽しもう〜

●と き ９月１０日（土） ７：３０集合
●行 き 先 旭山動物園

●と

き

８月１０日（水）１３：３０〜１５：３０

※悪天候の場合、行き先が旭川市科学館サ

（受け付けは１３：３０〜１４：３０）
●と こ ろ

児童センター

●内

子ども縁日

容

お楽しみカードを購入し、各お店を１回ず
つ楽しむことができます。
カキ氷、フランクフルト、くじ引き、ヨー
ヨー作り、バルーンアート（風船で動物、

●参 加 料

●参加方法

イパルに変更となります。

●対 象
●参 加 料
●定 員
●申込期間
●申込方法

市内各小学校児童
１００円（傷害保険代）
３０人
８月２０日（土）〜２７日（土）
参加料を添えて、なよろっこ９月号に掲載

花などを製作）、しおり作り、ミニバスケ

される申し込み書で申し込み下さい。

ットシュート、ビンゴゲーム

※電話では受け付けていません。
※詳細はなよろっこ９月号でお知らせしま

一人３００円（縁日お楽しみカード代）
※カキ氷・フランクフルトのみ現金販売

す。なよっろこ９月号は、夏休み明けに各

（１杯５０円、数量限定）

小学校へ配布する予定です。

当日、会場までお越しください。（幼児は
保護者同伴）
※入り口は正面玄関

●定

員

１００人程度（お楽しみカードがなくなり

●申し込み、問い合わせ
児童センター
・FAX

次第受け付けを終了します）
●持 ち 物

カバン､上靴､お楽しみカード代(３００円)

名寄市地域子育て支援センター
「さくらんぼ」( 01654②5683）

１1

０１６５４③３４６５

名寄大谷認定こども園子育て支援センター
「ちゅうりっぷ」
（連絡先 01654⑧7711)

８月・９月の催し

８月行事予定

●親子講座「わくわくミュージック」
・と き ８月２日(火）10：00〜11：30
・ところ 市民文化センター
・内 容 音楽を通して親子の心のふれあいを深
めましょう。
●親子遊びの広場「合同子育て支援多世代交流会」
・と き ８月２３日(火）10：00〜12：30
・ところ 名寄市立大学 恵陵館３階
・内 容 「さくらんぼ｣｢ちゅうりっぷ」が一緒
に遊んで交流します。更に、多世代の
方と交流して楽しく過ごしましょう。
※昼食（お弁当）を持参してください。
※幅広い世代の方がた、お誘い合わせ
のうえご参加ください。
●親子講座「母乳と子育て」
・と き ８月３０日(火）10：00〜11：30
・ところ 市民文化センター和室
・内 容 助産師の吉田征子氏と一緒に子育てに
ついて学びましょう。
※事前申し込み（定員20人、託児あり）
●音楽鑑賞「ふれあい親子コンサート」
・と き ９月６日(火）10：00〜11：30
・ところ ほっと２１
・講 師 ピアノ＆エレクトーンBean's★
・内 容 遠藤ちゆき先生、遠藤麻里先生と一緒
に楽しく過ごしましょう。

●のびのびひろば「身体測定」
（自由あそびのなかで行います）
・と き ８月１７日(水) ９:００〜１０:３０
・ところ 名寄大谷認定こども園保育園２階
●ファミリーひろば １０：３０〜１１：３０
・８月１３日(土) 子育て相談・電話相談・絵本貸し
出し
・８月２７日(土) ちゅうりっぷ開放日「水あそび」
※詳細はお問い合わせください。
・ところ 名寄大谷幼稚園ゆうぎ室
※８月２３日（火）名寄市立大学に行ってあそぼう！
この日は「さくらんぼ」「ちゅうりっぷ」と多世代の
方と交流します。

平成23年８月号

健康づくり体操教室のお知ら せ
・と

き

８月11日(木)･18日(木)･25日(木)･29日(月)
９：30〜11：15
・ところ 総合福祉センター
・内 容 フォークダンス・民謡踊り・自きょう術
・持ち物 上靴
・申し込み 当日会場で受け付けます。
・問い合わせ 名寄庁舎２階 高齢介護課高齢福祉係
01654③2111 内線3231

なよろ“ひまわり観光”
よろ“ひまわり観光”
「星

守る犬」奥津家公開～サンピラーパーク～
映画「星守る犬」のロケ地となりましたサンピラ
ーパーク奥津家そばで、休憩所・お土産販売・写真
ーパーク奥津家そば 、休憩所・お土産販売・写真
パネル展を開催しています。
スクリーンで観た“星守る犬”
の世界に浸ってください。

タ クシーで回る星守る犬ロケ地
「星守る犬」のロケ地とひまわり畑をタクシーで
めぐることができます。
めぐることができます。
５，０００円コースと１０，０００円コースがあ
り、ご乗車いただいた方には特定飲食店のクーポン
券をプレゼント。詳細は市内タクシー会社（名寄ハ
イヤー、三浦ハイヤー、川原観光）
にお問い合わせください。

「星

守る犬」なよろロケ地マップ
名寄市が舞台となった「星守る犬」“公式なよろ
ロケ地ＭＡＰ”が完成しました。市役所、なよろ観
ロケ地ＭＡＰ”が完成しました。市役所 なよろ観
光まちづくり協会、道の駅なよろなどに設置してい
光まちづくり協会 道の駅なよろなどに設置してい
ます。ＭＡＰを片手に“星守る犬”ロケ地巡りを楽
しんでください。

※2011年当時の価格およびサービスです。
現在の価格等については､お問い合わせください｡

ひ まわり自転車
サンピラーパーク、ＭＯＡ自然農法名寄農場、日
進駅に黄色のひまわり自転車（無料）を設置してい
ます。自転車に乗って、ひまわり畑を散策してみて
はいかがでしょうか。

ひ まわりＭＡＰとひまわりスタンプラリー
市内ではひまわり油生産用として多くの
市内では
市内ではひまわり油生産用として多くのひまわり
ひまわり油生産用として多くのひまわり
ひまわり

ラ イトアップひまわり畑

が栽培されており、今回
が栽培されて
が栽培されており、今回ひまわり畑のＭＡＰを作成
おり、今回ひまわり畑のＭＡＰを作成
ひまわり畑のＭＡＰを作成

「星守る犬」で印象的だった夜のひまわり畑。ラ

しました。ＭＡＰに記載されている農場は、どこも

イトアップされた、幻想的な夜のひまわり畑で、お

見学自由です。油用ひまわりは大輪の花を咲かせま

父さんとハッピーに想いを馳せてください。
ライトアップは8月14日と18日19時から20時30分
ライトアップは8月14日と18日19時から20時30分

す。
また、ひまわりＭＡＰには“ひまわりスタンプラ
リー”がついており、市内各所でスタンプを押し、
スタンプ箇所に設置してある応募箱

なお、少雨決行、雨天は中止となります。

問 い合わせ

に投稿してください。抽選で、名寄
の特産品をプレゼント！！

まで、サンピラーパークひまわり畑で行います。

わり
ひま ンプ
タ
ス
ー
ラリ

なよろ観光まちづくり協会
℡０１６５４⑨６７１１
市役所営業戦略室営業戦略課
℡０１６５４③２１１１ 内線３３４５

第４回市民見学会に参加しませんか
▼テーマ ひまわり畑を紹介します
ＭＯＡ名寄農場、サンピラーパークでひまわりを見
学します。希望者はひまわりの刈り取り体験もでき
ます（無料、1人3本程度）。
▼とき ８月５日（金）９時40分～12時00分
【行き】
午前 9時40分 市役所風連庁舎 集合・出発
午前 10時00分 市役所名寄庁舎 集合・出発
【帰り】
午後 12時00分 市役所名寄庁舎 解散
午後 12時20分 市役所風連庁舎 解散

▼定員 20人（定員になり次第締め切ります）
※参加者が10人に満たない場合は中止となります。
▼申込期限 ８月３日（水）正午
※７月26日から受け付けを開始しています。
※内容・帰りの時間など変更になる場合があります。
▼参加料 １００円（傷害保険料）
▼その他 汚れてもよい靴で参加してください。
▼申し込み・問い合わせ
情報広報課広報広聴係 市役所名寄庁舎３階
０１６５４③２１１１ 内線３３１１
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中川まつり

・と き ８月６日（土）
・ところ 朱鞠内湖湖畔
・問い合わせ 幌加内町観光協会
０１６５(３５)２３８０

◆名寄市

◆幌加内町

第３０回朱鞠内湖湖水祭

・と き ８月２７日（土）〜２８日（日）
・ところ にぎわいの広場（下川町共栄町）
・問い合わせ しもかわうどんまつり実行委員会
０１６５５④２７１８

・と き ９月４日（日）
・ところ 和寒町総合体育館
・問い合わせ 全日本玉入れ協会（観光協会内）
０１６５(３２)２３４１

◆下川町

第１６回全日本玉入れ選手権大会

・と き ８月３日（水）
・ところ 中川市街
・問い合わせ 中川まつり実行委員会事務局
０１６５６⑦３９３０

・と き ９月４日（日）
・ところ わっさむサーキット
・問い合わせ オートショップサイトウ
０１６５(３２)４１６６

◆中川町

頑張りすぎない介護のすすめ

▼

10

12 82

65

介｢護 介護 介護 介護 介護
｣
︻がんばりすぎないためのポイント︼
①一人で介護を背負い込まない
介護について考えてみましょう︒
家族みんなで介護の分担を︒悩み
超少子高齢社会が進み︑親や配偶者
を一人で抱え込まず 家
など︑家族の介護をする人が増えてい
｢族の会 な｣ど
ます︒いま︑介護をしていない人も︑
で︑ほかの介護者・被保険者たちと
いつか突然︑介護をする立場になった
悩みを話し合う︒
り︑介護を受ける立場になったりする ②積極的にサービスを利用する
かもしれません︒そういう意味で考え
ストレスを防ぐ息抜きは必要︒サ
れば︑介護はとても身近なテーマとい
ービスを利用し︑自分の時間づくり
えます︒自分で体を動かしたり︑判断
を︒困ったことがあったら︑早めに
したりすることが困難なお年寄りや障
プロに相談を︒
がいのある人などに︑食事や入浴︑排 ③現状を認識し︑受容する
せつ︑着替えなど日常生活の世話や手
﹁被介護者は障害とともに生きて
伝いをするのが︑介護です︒
ゆく ｣｢
介護者は介護をしなくてはい
平成 年 月末現在︑名寄市の人口
けない﹂という現実を受け入れる︒
は︑３０５５７人︑そのうち 才以上
元に戻そうとするのではなく︑障害
は８１９４人で︑ ・ ％の高齢化率
とともに︑本人が生活しやすい方法
になっています︒平成 年に介護保険
を見つける︒
制度が導入され︑ 年が経過し︑１３ ④介護される側の気持ちを理解し︑尊
３５人︵１号被保険者１２９０人︑２
重する
号被保険者 人︶の方が要介護認定を
介護される側に介護する側のやり
受けています︒ 才以上の１号被保険
方を一方的に押し付けない︒介護さ
者の約 ・８％の方が認定を受けてい
れる側の何かをしようという気持ち
る事になります︒この数字は︑今後も
︵自立︶を尊重すること︒介護され
益々増え続けていく事でしょう︒人は
る側が幸せな方向にもっていき︑介
だれも年齢とともに︑体の機能が低下
護する側の負担を減らす︒
し︑それまでできていた日常生活のさ ⑤できるだけ楽な介護のやり方を考え
まざまなことが︑突然︑一人でできな
る
くなくなってしまうこともあります︒
介護される人にもできることは自
以前︑介護は家で︑長男の嫁 女(性 )
分でしてもらう︒それが︑介護され
る人の自立にもつながる︒介護用品
が無償で行う︑というイメージがあり
や福祉用具を利用するなど︑介護す
ました︒介護保険制度はそれを大きく
る人の体への負担の少ない方法を考
変える制度といえます︒だれもが︑介
える︒
護する側︑介護される側の両方の立場
で︑介護の在り方を考えてみることが
︵参考 ﹁がんばらない介護生活を考える会﹂
による﹁がんばらない介護生活﹂ ５原則 ︶
必要といえます︒

平成23年8月号
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市役所名寄庁舎３階 企画課男女共同参画担当
０１６５４③２１１１ 内線３３０５
名寄市ホームページ（http://www.city.nayoro.lg.jp/）のトップ画面・男女共同参画
問い合わせ

22

15

：

◆和寒町

全道トライアル選手権和寒大会

第８回しもかわうどんまつり

第３３回なよろ産業まつり

第１８回幌加内町新そば祭り

・と き ８月２８日（日）9:30〜14:30
・ところ なよろ健康の森（字日進）
・問い合わせ なよろ産業まつり実行委員会
(事務局 名寄市経済部農務課農政係)
０１６５５③２５１１内線310・311

・と き ９月３日（土）〜４日（日）
・ところ 幌加内町役場周辺
・問い合わせ 幌加内町そば祭り実行委員会
０１６５(３５)２０２１

TOPICS
７/５

まちの話 題

名寄東小ラベンダーまつりで児童と地域が交流

名 ベンダーまつりが東小学校で開催。

寄東小ラベンダーまつり実行委員会によるラ

菅野孝実行委員長、金子校長のあいさつに続き、
児童による演舞や演奏、コミニュティカレッジ生に
よる「四季の歌」などが発表されました。
実行委員長からノートとラベンダーの花束が児童
代表に手渡され、ラベンダーの鉢植えがあたる抽選
会も行なわれました。

７/７

３・４年生の「よっちゃれ」

上水道への被害を想定した災害時相互応援訓練

民文化センターで日本水道協会北海道地方支

市 部が大規模な地震発生に伴う被災を想定した

応急給水訓練

情報伝達訓練・応用訓練などを行いました。訓練に
は同協会のブロック会員のほか、視察自治体など９
２人が参加。
現地訓練は屋内の会場内に現地対策本部および参
加都市コーナーを設置し、参集型訓練。屋外での、
実地訓練は応急復旧訓練、広報活動訓練。応急給水
訓練は給水車などを用い実施しました。

７月

活気にあふれた大学、高校の学校祭

日から１７日まで名寄市立大学の学校祭が開

▲

が呼び覚ます満開の心」をテーマにサークルの発

大学祭
ダンスサークル
のパフォーマンス

15 催されました。「生きる日輪草（ひまわり）
表、模擬店のほか各種イベント。地域の方の参加も
あり、キャンパスは活気にあふれました。
８日から３日間、名寄高校学校祭が開催され、前
夜祭では、それぞれ立体とステンドに趣向を凝らし
ました。９日から、クラス演劇、名高喫茶のほか、

▲

た１２基のあんどんがまちを練り歩き、沿道は沸き
新たにボランティア企画の取り組みもみられまし

▼産業高校の展示

名寄高校あんどん行列

た。
１６日、１７日の名寄産業高校では、「拓北祭」
としての初の学校祭。多目的教室では映画「星守る
犬」のメモリアルイベントでキャストなどが使用し
たサイン入り木製椅子の展示、搾乳体験など各学科
の特徴がみられました。

広報なよろ第65号
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金婚を迎えるご夫婦に記
念品を贈呈します

23

▼

▼

▼

▼

名寄市職員を募集

名

企画課秘書係
３階（内線３３０４）

申・ 問

▼対象 市内にお住まいで︑
今年で結婚 年︵昭和 年１
月１日〜 月 日に結婚され
た方︶を迎えるご夫婦
※一度受けられた方は対象に
なりません︒
▼申込先
︻名寄地区︼各町内会長︑市
社会福祉協議会︑市役所高
齢介護課高齢福祉係
︻風連地区︼市社会福祉協議
会風連支所
︻智恵文地区︼各町内会長
▼申込期限 ８月 日

22

市社会福祉協議会
０１６５４③９８６２
同風連支所
０１６５５③３７７７
高齢介護課高齢福祉係
２階︵内線３２３２︶

31

36

(月)

50

(水)

50

12

●ベビーカー

24

10

年度採用

31

●冷蔵庫（４２０㍑）

名 問

●耕うん機（家庭用）
●ブランコ（屋外）

卒業︑または平成 年３月卒 名寄市文化賞の推せんを
業見込みで︑普通自動車運転
市では︑市の文化の発展に
免許を取得または取得予定の
方︒身長 ㎝以上︑体重 ㎏ 著しく貢献された個人または
以上︑胸囲が概ね身長の２分 団体に対して︑名寄市文化賞
の１以上︑視力・深視力・色 を贈っていますので︑平成
彩識別能力が大型自動車免許 年度の名寄市文化賞の候補者
取得の合格基準を満たしてい を推せんしてください︒推せ
ん書は︑名寄庁舎総務課およ
る方
◆ 高( 卒 ) 教 養 試 験 ︑ 適 性 試 び風連庁舎地域住民課にあり
ます︒
験︑作文︑体力検査
◆ 大( 卒 ) 教 養 試 験 ︑ 適 性 試 ▼対象になる分野
芸術︑科学︑産業︑体育
験︑論文︑体力検査
▼募集期間 ８月 日 〜８ ▼推せん対象 市の文化の発
展に著しく貢献された個人ま
月 日
※郵送の場合︑簡易書留にし たは団体で︑８月 日現在︑
名寄市に５年以上在住する方
て８月 日 必着
▼応募方法 受験申込書に所 または５年以上主たる事務所
定の事項を記入のうえ︑提出 を有する団体
してください︒申込書は左記 ▼推せん書の提出期限
９月９日
へ請求してください︒
※土日を除く執務時間中に提
出してください︒
総務課職員係
総務課総務係
３階︵内線３３２５・３ 提出先・
３階︵内線３３２１︶
３２６︶

平成23年8月号
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問

名

(金)

市長室開放事業を開催します
名

○ゆずってください

24

対象 市民、市民で組織する
団体やサークルなど
開催日時（土日は除く）
８月１日(月)〜31日(水)
９:00〜17:30の20分〜30分間
※市長の公務が優先
懇談場所 市役所名寄庁舎・
風連庁舎の市長室など
懇談内容 地域活動やまちづ
くりの話、市政への要望・疑
問など
※個人的な要望・相談・苦情・
宗教に関する意見、書面によ
る要望の提出、または懇談に
ふさわしくないと判断される
場合は、お断りさせていただ
きます。

問

○ゆずります

63

24

24

●パークゴルフセット（女性用）

160

(水)

不用になった家庭用品などを紹介

57

８月９日（火）
10:30〜16:00
ところ 名寄商工会議所
完全予約制 0166（72）5004

暮らしのリサイクル

（10：00〜16：00）

年３月卒業見込みの方
◆教養試験︑適性試験︑作文
○大学卒の資格 昭和 年４
月２日以降に生まれ︑４年制
大学を卒業︑または平成 年
３月卒業見込みの方
◆教養試験︑適性試験︑論文
②保育士 昭和 年４月２日
以降に生まれ︑保育士および
幼稚園教諭２種以上の資格を
有する方︑または平成 年３
月卒業見込みで資格取得予定
の方
◆教養試験︑専門試験︑作文
③電気技師 昭和 年４月２
日以降に生まれ︑電気主任技
術者︵電験３種︶の資格を有
する方
◆論文
④消防職︵消防士︶ 昭和
年４月２日以降に生まれ︑高
等学校︑各種専門・専修学
校︑短期大学︑４年制大学を
52

●２段ベッド

(水)

24

名寄消費者協会
01654③5630
※毎週水曜日は定休日

60

き
と

24

平成

(日)

(日)

社会保険事務相談窓口
61

き
と

ところ

▼職種・募集人数
①一般事務職 ８〜９人程度
②保育士
２人
③電気技師
１人
④消防職︵消防士︶３人
▼試験期日
一般事務職・保育士・消防職
９月 日
午前９時
電気技師
９月 日
午前 時
▼試験会場 市立大学︵西４
北８︶
▼試験区分 一般事務職︑消
防職︵消防士︶は﹁高卒卒﹂
︽各種専門・専修学校︑短期
大学卒を含む︾と﹁大学卒﹂
に区分する︒
▼受験資格および試験内容
①一般事務職
○高校卒の資格 昭和 年４
月２日以降に生まれ︑高等学
校︑各種専門・専修学校︑短
期大学を卒業︑または平成
18

18

口
窓
動
移

８月２５日（木）
17:30〜19:30
名寄庁舎２階
税務課納税係

11

夜間納税窓口
24

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

12

(f) (e)

(金)

(b)

広島市︑長崎市で８月６日
︑９日 に原爆死没者の慰
霊並びに平和祈念式典が挙行
されます︒それぞれの家庭︑
職場および地域で黙とうを捧
げられますようお願いしま
す︒
▼黙とうの開始日時
・広島市
８月６日
午前８時 分
・長崎市
８月９日
午前 時 分
▼黙とうの時間 １分間

民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 等 の 原爆死没者の慰霊並びに
変更がありました
平和記念黙とうについて

︻民生委員・児童委員︼
▼名寄地区
・麻生区︵西7条以西︶
宮下 省三
西５条南 丁目
０１６５４②５３６８
▼風連地区
・風連日進︵旧 区︶
東 富子
風連町字日進２８１５番地
０１６５５②６４１３
︻主任児童委員︼
・西地区 宗万 広美
瑞穂３５４番地１
０１６５４②５５１９
・風連地区 臼田 みどり
風連町西町 番地１
０１６５５③３５２２

12

社会福祉課福祉総務係
２階︵内線３２２１︶

16

広報なよろ第65号

墓地・霊園使用のお願い
▼草刈りについて
共同墓地の管理は使用者が
行うことになっています︒雑
草や害虫の発生などで︑他の
使用者の迷惑にならないよ
う︑お手入れをお願いいたし
ます︒
なお︑植樹がある場合は︑
樹木の高さを概ね２ｍ以内と
し︑根幹枝葉は︑通路および
他の墓地の施設または隣接地
に障害を及ぼさないようにし
てください︒
▼ごみの処理について
市では︑ごみの処理は有料
となっています︒墓地・霊園
でお参りをした際に出たごみ
や供物などは︑お持ち帰りく
ださい︒
▼承継および返還届について
墓地・霊園の使用者が死亡
などで変更になった場合︑相
続人が使用権を受け継ぐため
の 承 継 譲( 渡 届) が 必 要 で す ︒
届け出には︑使用許可証お
よび従前の使用者との関係を
証する書類︑並びに届出人の
身分を証明のできるものと印
鑑を持参ください︒
また︑墓地の使用者がその
権利を返還する場合には︑墓
地使用権返還届が必要です︒
環境生活課環境・生活安
全係
１階︵内線３１２２︶

15

２

(火)

(土)

(火)

▼授業料 １万４８００円
︵１単位につき︶
●聴講生
大学教育を開放します︵実
験・実習を除く︶
▼聴講資格 高等学校卒業ま
たは同等以上の資格があると
認められる方︒詳しくはお問
い合わせください︒
▼募集期間
８月１日 〜８月 日
▼聴講開始時期 ９月︵詳し
い日程は︑入学許可後にお知
らせします︶
▼出願手続き
聴講生願書
履歴書 最終出身学校の卒
業︵修了︶証明書 最終出身
学校の成績証明書 承諾書
※ ・ ・ は本学所定用紙
※ は在職中の方
▼出願方法 窓口へ持参︵８
時 分〜 時 分︶または郵
送︵書留︶︑期限まで必着
▼選考方法 出願書類および
必要に応じて実施する面接に
より選考します︒
▼聴講料 １単位３０００円
※各募集要項は７月 日 か
ら配付中です︒
詳しくは教務課までお問い合
わせください︒
名寄市立大学 教務課
０１６５４②４１９４

(土)

名 問

11

29

市では、８月を「北方領土返還要
求運動強調月間」として署名活動に
取り組みます。
北方四島の早期返還を実現するた
め、皆さまのご協力をお願いしま
す。
【署名簿設置場所】
●市役所名寄庁舎・風連庁舎各１階
ロビー
→８月１日(月)〜８月19日(金)
●なよろ産業まつり会場内
→８月28日(日)

市立大学・同大学短期大学部で科目等履修生・
聴講生を募集します
●科目等履修生
科目の履修および単位の修
得を希望する方を選考のう
え︑受け入れます︒︵実験・
実習を除く︶
▼履修資格 高等学校卒業ま
たは同等以上の資格があると
認められる方︒詳しくはお問
い合わせください︒
▼募集期間
８月１日 〜８月 日
▼履修開始時期 ９月︵詳し
い日程は︑入学許可後にお知
らせします︶
▼出願手続き
科目等履修
生願書 科目等履修志望理由
書 履歴書 最終出身学校の
卒業︵修了︶証明書 最終出
身学校の成績証明書 承諾書
入学検定料９８００円︵本
学所定の納付書で納入し︑領
収書控えを同封︶
※ ･ ･ ・ は本学所定
用紙
※ は在職中の方
※ は郵便局を除く最寄りの
金融機関で納入ください︒
▼出願方法 窓口へ持参︵８
時 分〜 時 分︶または郵
送︵書留︶︑期限まで必着
▼選考方法 出願書類および
必要に応じて実施する面接に
より選考します︒
▼入学料 ２万８２００円

北方領土返還要求署名に
ご協力を

(金)

(月)

11

名

総務課総務係
３階（内線３３２２）

問

問

名

(a)

(f)

12

25

(e) (d)

(a)

30

(月)

(c)

(e)

17

(b)

(e) (a)
45

問

(月)

(d)

(c)

30

(b)

(b)

17

(c)

(g)

(a)

(g) (f)

45

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

22

18

(木)
14

申

問

団 地 名

住 所

規 格

(月)

(金)

12

12

(金)

(金)

家 賃

建築

備 考

マーガレットヴィラ 412号 西2条南11丁目 2LDK 59.3㎡ １戸

20,700円
〜30,800円

H11

世帯用の
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

マーガレットヴィラ 634号 西1条南11丁目 2LDK 59.3㎡ １戸

19,300円
〜28,700円

H11

世帯向け

市民文化センター
展示ホール
（西13条南４丁目）

問 総務省
テレビ受信者支援センター
０１６６-３０-０１０１

31

18

(水)

名 問

こども未来課こども未来係
２階︵内線３２４１︶

●ところ

18

扶養手当の受給から５年を経
過するなどの要件に該当した
場合︑手当の一部が支給停止
になります︒ただし︑必要な
書類を提出すると︑一部支給
停止が適用除外となります
︵対象の方へ︑６月中旬頃お
知らせを送付しております︶
●特別児童扶養手当
歳未満で︑中程度以上の
障害がある児童を養育してい
る父または母などに支給され
る手当︵所得制限などの受給
条件があります︶
▼郵送予定 ８月上旬
▼提出期限 ９月９日

８月１日(月)〜26日(金)
１０：００〜１７：００
※平日のみ開設(土・日曜
は休み)

13

現在︑各手当を受給してい
る方は︑現況届の提出が必要
です︒提出がない場合︑８月
分以降の手当が受けられませ
ん︒また︑提出が２年間ない
場合︑時効により請求できな
くなりますのでご注意くださ
い︒
●児童扶養手当
父母の離婚などにより︑父
または母と生計を同じくして
いない満 歳︵満 歳を達し
た年度を含む︶までの児童を
養育している父または母など
に支給される手当︵所得制限
などの受給条件があります︶
▼郵送予定 ８月上旬
▼提出期限 ８月 日
※一部支給停止適用除外届出
書

●とき

23

年８月において児童

デジサポ道北では、８月26日(金)
まで「地デジ臨時相談窓口」を開
設していますので、遠慮なくご相
談ください。

平成

地デジ臨時相談窓口
のご案内

(水)

20

(金)

「なよろ冬カレンダー」の写真・絵を募集します
12月に発行予定の「なよろ冬カレンダー」に掲載する写真･絵を募集します。
▼テ ー マ 名寄の冬(自然・人・動物・生活など)
▼応募資格 どなたでもご応募できます。
▼作品規格 写真はサービス判（カラー）横長としま
す。
▼応募点数 １人２点以内。応募作品は原則として返
却しませんのでご了承ください。
▼申込方法 ８月24日(水)までに企画課企画調整係ま
で持参、郵送またはメールで送信してく

１7

平成23年8月号

ださい。メール標題は「冬カレンダー」
としてください。
※郵送、メールの場合は住所・氏名・電話番号を明記
してください。
申・問
企画課企画調整係 名 ３階（内線３３０９）
〒096-8686 名寄市大通南１丁目
ny-shinkou@city.nayoro.lg.jp

現況届・所得状況届の提出を忘れずに

※記載された家賃は、収入によって高くなることがあります。
※募集期間までに空き家が出た場合は、募集住宅に追加する場合がありますので、受け付けの際に
確認してください。
※家賃のほかに共益費（共用部分の電気代、除雪費など）、ボイラー、ガス警報機のリース料など
が別途かかります。
シルバーハウジング入居対象→60歳以上の世帯であって(夫婦の場合はいずれか一方が60歳以上)、
自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下などが認められる、または独立して生活す
るには不安があると認められるもの

30

上川総合振興局から道営住宅入居者の募集

▼と き ９月７日
▼書類配布期間
時
７月 日 〜８月 日
分
▼募集住宅
▼募集受付期間
８月８日 〜８月 日
▼申込方法 収入のわかるも
の︵源泉徴収票など︶と︑印
鑑を持参し︑Ｏ＆Ｒ名寄建物
コンソーシアムへお越しくだ
さい︒仮審査のうえ︑入居適
格者は申込書に必要書類を添
えて提出していただきます︒
申込書の配布は︑申込窓口
で行ってます︒
※障害をお持ちの方は障害者
手帳などをご持参ください︒
▼入居時期 ９月中旬に入居
▼入居者の決定 書類審査に
より決定します︒ただし︑申
込が重複した場合は抽選とし
ます︒
▼家 賃 入居者の収入に応
じた家賃となります︒
︻入居抽選会と仮当選者の書
類説明会︼
▼と き ８月 日
時
▼ところ Ｏ＆Ｒ名寄建物コ
ンソーシアム︵多人数の場合
は抽選会場を変更する場合が
あります︶
・
※連絡がなく欠席の場合は︑
道営住宅等指定管理者
入居申し込みを取り消したも
Ｏ＆Ｒ名寄建物コンソーシ
のとみなします︒
アム︵西４南９大野ビル
︻入居説明会︼
１階︶
０１６５４③３７１１
書類審査で合格した方のみ

問 問い合わせ 申 申し込み
名 名寄庁舎（ 01654③2111）
風 風連庁舎（ 01655③2511）

▼と き ８月 日
▼ところ サンピラー交流館
①講演会
時〜 時 分
︵９時 分開館︶
※入場無料
▼村上さんにきいてみよう！
ファックス・はがきで質問
を募集します︒質問と名前を
書いて送ってください︒︵講
演会で質問を読まれた方にプ
レゼントが当たります︒ただ
し︑会場にいる方が対象︶
②﹁こども漫画教室﹂〜プロ
の漫画家による直接指導〜
だれでも描ける︑超簡単！
ハッピーの描き方教えます
時〜 時 分
▼定 員 小学生 人︵要申
し込み︶
▼申込方法 封筒に 円切手
を同封のうえ︑名前︑年齢︑
13

震災の影響を受けている中小企業
を応援します

問

(社)

(土) (火)

最寄りの経済産業局につながります

申

FAX

29

13 12

10

−

29 20

｢中小企業電話相談ナビダイヤル｣
０５７０−０６４−３５０
（９：００〜１７：３０）

28

30

−

震災対応の金融制度を大幅に拡充
します
●「東日本大震災復興特別貸付」
を創設しました。（日本公庫、商
工中金）
・震災の影響により業況が悪化し
ている中小企業向けに、最大で
７億２千万円の範囲内でご利用
いただけます。さらに、地震・
津波などにより直接被害を受け
られた方や当該企業と相当程度
の取り引きがある方については、
別枠で最大３億円の範囲内でご
利用いただけます。
・金利について最大１．４％の引
き下げを実施しています。（貸
付後３年間、利用限度額の枠内
に限ります）

13 15

26

10 20

10

30

名寄市立大学 平成 年度 特別枠支援研究・事業
﹁なよろでまなぶ精神保健ボランティア講座﹂

15 19

15 22

23

10

11

申

問

●「東日本大震災復興緊急保証」
を創設しました。(信用保証協会)
・一般保証、セーフティネット保
証、災害関係保証とは別枠で、
無担保８千万円、最大２億８千
万円まで、借入額の全額（１００
％）を保証します。
・地震・津波などにより直接被害
を受けた方だけでなく、風評被
害による契約の解除などの影響
で急激に業況が悪化している方
もご利用いただけます。

30

14

(日)

11

50

80
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住所︑電話番号を書いて８月
共生型グループホーム・サ もに資料代として各２千円
日までに送ってください︒
︵消印有効︶詳細は後日ご案 ロン﹁ふれあい﹂のオープン ▼申込方法 名前︑住所︑年
内します︒応募が多数の場合 にあわせて﹁なよろでまなぶ 齢︑連絡先を電話またはメー
精神保健ボランティア講座﹂ ル︑封書でご連絡ください︒
は抽選とします︒
▼申込期限
を開催します︒
▼内容
・基礎編 ９月 日
・喜怒哀楽︑いろんな気持ち
▼と き
・中級編
月 日
を表現しよう！
・起承転結︑４コマ漫画を描 ・ 基 礎 編 ︵ 全 ５ 回 ︶ 月 １
日︑８日︑ 日︑ 日︑ 日
・
いてみよう！
︵土曜日︶ 時〜 時
なよろ地域精神保健ボラン
・中級編︵全３回︶ 月
ティア講座研究会
・
代表 小銭 寿子
名寄青年会議所青少年委 日︑ 日︑ 日︵土曜日︶
時〜 時
０１６５４②４１９９
員会 担当 川瀬邦裕
▼ と こ ろ 共 生 型 グ ル ー プ ︵内線１３１４︶
〒０９６ ００１６
ホーム・サロン﹁ふれあい﹂
〒０９６ ８６４１
名寄市西6条南9丁目
名寄市西４条北８丁目
０９０︵３３９６︶９７０７ ︵東８条南５丁目︶
▼定 員
名寄市立大学保健福祉学部
０１６５４③ ９０７７
社会福祉学科 小銭研究室
kawasek@coral.ocn.ne.jp ・基礎編︵ 人︶
・中級編︵ 人︶
kozeni@nayoro.ac.jp
▼受講料 基礎編︑中級編と

だまされないで！﹁義援
金詐欺﹂

東日本大震災で被災地への
義援金をかたる詐欺等が発生
しています︒十分注意してく
ださい︒ＡＴＭの操作を求め
る電話や郵便物は﹁詐欺﹂と
考えましょう︒振り込みの要
求をしてきた相手の所在を必
ず確認し︑いったん電話を切
り︑警察にご相談ください︒

自転車事故による死者の
３分の２は高齢者！

▼事故を防止するポイント
・夜間はライト点灯︒反射材
着用で出かけましょう︒
・自転車も車と同じ︒交差点
での一時停止を守りましょ
う︒
・歩道は歩行者優先︒歩行者
への配慮を
・前のカゴにたくさんの荷物
を入れすぎない︒

空き地の草刈りなどを忘
れずに！

環境生活課環境・生活係
１階︵内線３１２６︶

私有の空き地において︑雑
草や樹木が繁茂したまま放置
すると近隣住民などの生活環
境を著しく損ないます︒
害虫発生防止など衛生管理
のためにも︑土地所有者は定
期的に草刈りを実施するな
ど︑適正な管理をお願いしま
す︒

名 問

村上たかしさん講演会﹁星守る犬﹂から学ぼう！

問 問い合わせ 申 申し込み
名 名寄庁舎（ 01654③2111）
風 風連庁舎（ 01655③2511）
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9/17(土）
②自衛官候補生(男子)

18歳以上27歳未満

年間通して行
っています。

受付時にお知らせします。
③自衛官候補生(女子)

18歳以上27歳未満
④航空学生

18歳以上21歳未満
④看護学生

18歳以上24歳未満

8月1日(月)〜
9月9日(金）
(平成24年４月１日現在）

9月5日(月)〜
9月30日(金）
(平成24年４月１日現在）

問

猫は責任を持って飼育し お盆時期のし尿収集につ
いて
ましょう

８月 日 ︑ 日 の両日
猫のふん尿に関する苦情が
寄せられています︒猫は屋外 は︑市内のし尿収集が休みと
に出ると︑畑などのやわらか なりますので︑ご理解くださ
い土や砂などに︑ふん尿をす い︒
環境生活課環境・生活係
る習性があります︒飼い主は
１階︵内線３１２２︶
猫を外に出さないように努
め︑ふん尿などで迷惑をかけ
ないようにしましょう︒
平成 年度採用北海道警
また︑野良猫に餌を与えて 察官採用試験について
いる方がおり︑その餌によっ
て野良猫が増え︑近隣トラブ
ルが発生している地域があり
ます︒なかにはトラブルから
裁判になり︑餌付けをしてい
た住民に損害賠償の支払いを
命ずる判決が出た事例もあり
ます︒野良猫への餌やりはや
めましょう︒
環境生活課環境・生活係
１階︵内線３１２２︶

15

(月)

18

(水)

24

▼受付期間 ８月 日 〜
日
▼受験資格 昭和 年４月２
日から平成６年４月１日まで
に生まれた方
▼第1次試験 試験地名寄他
・と き ９月 日
※そのほか詳細はお問い合わ
せください︒
名寄警察署
０１６５４②０１１０

24

みんなの国民年金

申

自衛官等募集
本年７月から住民基本台帳
ネットワークより住所変更な
どの情報を年金事務所が取得
できるようになり︑これまで
年金受給者に提出いただいて
いた﹁住所変更届﹂﹁死亡届﹂
は原則︑不要になります︒
▼提出が不要となる方
①日本年金機構において住民
票コードが収録されている方
②死亡の事実があってから７
日以内に市区町村へ死亡届を
出された方
※ただし︑亡くなられた方の
未払い金を受ける場合は︑こ
れまでどおり年金事務所への
請求が必要です︒
※共済年金を受けている方の
各共済組合への届け出は必要
です︒
・
旭川年金事務所
０１６６︵ ︶５００２
年金ダイヤル
０５７０︵ ︶１１６５

︵順不同・敬称略︶

ありがとうございました

ご寄付

○福井

正彦

▼福祉のために

▼環境保全のために

祐司 代表取締役社

○イオン北海道株式会社

︵柴田

長︶

めに

▼風連国民健康保険診療所のた

隆 事務局長︶

○札幌風連会

︵山家

▼映画 星｢守る犬 の｣完成を記念

して

○名寄市民営業戦略係

平成23年8月号
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10/22(土）

8月1日(月)〜
9月9日(金）

(平成24年４月１日現在）

(火)

(日)

9/23(金）

18歳以上27歳未満

(採用予定月の１日現在）

16

３

54

いずれか１日を指定されます

①一般曹候補生

(平成24年４月１日現在）

名問

(水)

問

第１金曜日 17:30〜19:00
その他の金曜日 13:00〜15:00
消費者相談 9:15〜16:00
と き 月〜金曜日
ところ 市民会館２階
消費者センター
01654②3575
労働相談 8:45〜17:30
と き 月〜金曜日
ところ 名寄庁舎３階
営業戦略課内労働相談所
01654③2111
人権相談 8:30〜16:30
と き 月〜金曜日
ところ 旭川地方法務局名寄支局
01654②2349
心配ごと相談（24時間）
と き 月〜金曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
精神障害者生活相談
（酒害相談も）13:00〜15:00
と き 毎月第３木曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
教育相談ハートダイヤル
9:00〜17:00
と き 月〜金曜日
ところ 児童センター
01654③1000
結婚相談
と き

9/25(日)〜28日(水）

募集期限

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所︵西１南９︶
０１６５４②３９２１

市民相談室
ところ 名寄市民会館１階(大通北1)
申・問
01654③2111(内線3616）
市民相談 9:15〜16:00
05
72
と き 月〜金曜日
無料法律相談 11:00〜
と き
８月 ７日（日）
９月 ４日（日）
※事前予約が必要です
行政相談 13:00〜16:00
名 問
と き
８月１１日（木）

試験日
応募資格
目
種

問

８月(葉月)市民カレンダー
日

月
1

火

水

2

木
5

10

11

12

17

18

19

・運転免許更新時講習会
違反14:00
一般17:30
優良19:00
文

８/１１(木)・８/２５(木)
日 程 ① 9:00〜12:00 費 用 粘土代１Kg２００円
②13:00〜16:00 持ち物 エプロンなど
③18:00〜21:00
詳しくはお問い合わせください。
０１６５５③２７４３

7

8

9

15

16

広報誌は保存しておきましょう

21

・早朝診療 ※要予約
7:00
風連国保診療所

23

22

土
6

・本のよみきかせ
児
13:30〜
・太陽グループ杯争奪
第18回全道少年野球
選抜大会支部大会
(７日まで）市営球場

13

・夏休み体験講座
・運転免許更新時講習会 ・風連ふるさとまつり ・本のよみきかせ
児
「昆虫採集に行こう!」 優良13:00
13:30〜
前夜祭
文 16:30〜
10：00〜15：00 北 一般14:00
・風連ふるさとまつり
・教育相談センター
本祭・風舞あんどん
夜間開館日
児
17:00〜20:45

ス

14

金

4

3

風連陶芸センター陶芸教室（要予約）

・岡崎杯市民卓球大会

August Calendar

24

20
・高校はまなす杯
バレーボールリーグ
ス
（21日まで）
・原田さんの工作と本
のよみきかせ
13:30〜
児

25

・教育相談センター
夜間開館日
児
17:00〜20:45

26

27

・きたすばる天文台
「星まつり」
天
10:00〜夜まで
・本のよみきかせ
13:30〜
児

名寄市立大学祭
茶道サークル お茶会

28

・なよろ産業まつり
なよろ健康の森
9:30〜14:30

29

文 …市民文化センター

30

ス …スポーツセンター

31

・｢広報なよろ｣９月号
配布予定日
・スポーツセンター休館日

陶 …風連陶芸センター

のうごき
平成23年６月末日現在 ※（ ）は前月末比
人口 30,187人(−24） 男14,593人(−17）女 15,594人(−7）
世帯数14,553世帯(−30） 外国人登録者148人(＋2）

北 …北国博物館

児 …児童センター

天 …なよろ市立天文台

今月の表紙
天塩川を１００マイル下るカヌーツーリング
「ダウン・ザ・テッシーオーペッ」

８月の太陽・月の暦
日

1日
10日
20日
31日

日の出

日の入

月の出

月の入

２０回目の記念大会となる「ダウン・ザ・テッシーオーペ

日

月の形

6日

○上弦

4時24分 18時46分 16時16分 0時28分 14日

○満月

4時36分 18時31分 20時53分 11時00分 22日

○下弦

（Ａコース)をスタートした５７チームは、５日間かけてゴ

4時49分 18時12分 7時18分 18時48分 29日

●新月

ールの天塩町を目指しました。

4時14分 18時58分 5時51分 19時22分

ッ」が名寄大橋河川敷で開幕。
道内外から９４チーム、約１６０人が参加し、名寄地点
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