▼

▼

▼

みんなの国民年金

医療費受給者証の更新時
期です︵乳幼児・ひとり
親・養育医療・重度障が
い︶

▼重度心身障がい者医療費
助成制度について︵該当要
件︶
①身体障害者手帳の１・２
級および３級の内部障害
︵心臓・じん臓・呼吸器・
ぼうこう・直腸・小腸・ヒ
ト免疫不全ウイルスによる
免疫・肝臓機能障害︶をお
持ちの方
②知的障がいのある方で療
育手帳Ａまたは重度と判定
された方
③１級の精神障害者保健福
祉手帳をお持ちの方︵ 歳
から 歳の方は︑後期高齢
者医療制度へ加入している
ことが要件です︶

▼

児童生徒補導協議会からのお知らせ

（10：00〜16：00）

得て︑施設利用のマナーやル
ールを守って利用すること︒
●自転車に乗る際は︑二人乗
り・無灯火・歩道︑車道での
広がり運転・携帯電話を使い
ながら︑ヘッドホンをかけな
がらの運転はしないこと︒ま
た︑なるべくヘルメットを着
用すること︒
青少年センター
︵児童センター内︶
０１６５４③３４６５

▼対象 乳幼児・ひとり親
家庭・養育医療・重度障が
いなどの医療費受給者証の
交付を受けている方で︑有
効期限が平成 年７月 日
の方
▼更新手続き 公簿などに
より受給資格要件を確認
し︑資格があると認められ
た方は︑市より更新後の受
給者証を送付︵７月下旬
頃︶します︒

31

暮らしのリサイクル

名寄東病院に脳神経外科
を開設しました

２階︵内線３２４１︶
重度障がい関係
社会福祉課障害福祉係
２階︵内線３２２７︶

こども未来課こども未来係

乳幼児・ひとり親
養育医療関係

65

市長室開放事業を開催します

▼乳幼児等医療費助成制度
について
小学生の児童で入院する
ことが決まった場合︑所得
限度額内であれば医療費を
助成しますので窓口にて申
請をお願いします︒

74

01654③5630

医療費助成制度について
のお知らせ

25

問 名寄消費者協会

経済的な理由などから国民
年金保険料を納めることが困
難な時には︑申請により該当
すると保険料が免除される制
度があります︒
免除制度には全額免除︵月
額保険料０円︶・若年者納付
猶予︵同０円︶︑４分の３免
除︵同３７６０円︶・半額免
除︵同７５２０円︶・４分の
１免除︵同１１２８０円︶の
５種類ありますので詳しくは
お問い合わせください︒
平成 年７月から本年６月
分までの免除申請は７月中に
申請してください︒
7月から平成 年６月分ま
での免除申請は︑７月から受
付を開始します︒
市民課市民年金係
１階 内(線３１１３︶
地域住民課市民係
１階 内(線１１９ )

名問

26

き
と

本年︑５月１日から従来の
内科︑リハビリテーション科
に加え︑ 脳
｢神経外科 を｣開設
しました︒
▼外来診察日 月・水曜日
︵祝祭日は休診︶
▼受付時間 ８時 分〜 時
名寄東病院
０１６５４③２１８８
問

対象 市民、市民で組織する
団体やサークルなど
開催日時（土日祝は除く）
７月１日(月)〜31日(水)
９:00〜17:30の20〜30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。
申・ 問 企画課秘書係
名 ３階（内線３３０４）

名問

24

社会保険事務相談窓口

７月末から夏季休業に入り
ます︒市では児童生徒補導協
議会において︑市内共通の約
束を決めています︒子どもた
ちが安全に過ごせるように︑
次の約束をご確認ください︒
●外出時は保護者に行き先・
同行者・帰る時間を伝えるこ
と︒ ( 時以降の単独外出は
深夜徘徊として補導の対象と
なります )
●お店などへは︑用事がない
時は出入りしない︒
●ゲームセンター︑カラオケ
などは︑小学生は保護者同伴︒
中学生は保護者の了解を得て
利用すること︒
●外泊は原則禁止︒
●キャンプは︑保護者または
責任のとれる大人の引率で行
うこと︒
●花火は︑必ず大人のついて
いる時に行うこと︒
●プールは︑保護者の了解を

平成25年7月号
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名 問
風

７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
問

○ゆずります
●防寒靴(男性用27.5㎝)
●富士通ワープロ ●鳥かご
●コインロッカー ●お琴
●スチールディスク●学習机
●洋茶ダンス
●将棋盤
●健康器具(自転車)
●剣道防具
○ゆずってください
●オーブンレンジ
●ＦＦストーブ
●ベビーベッド
●ベビーカー
●チャイルドシート
●パークゴルフのクラブ

12

夜間納税窓口
22

不用になった家庭用品などを紹介
します。お気軽にお電話ください

30

ところ

７月２５日（木）
17:30〜19:30
名寄庁舎２階
税務課納税係
き
と

口
窓
別
特

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

名寄市職員を募集

き

親子ものづくり教室を開催します

この宝くじの収益金は市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます

22

広報なよろ第88号

年度採用

59

平成

▽と

者は︑本人に通知します︶
▽第二次試験
論文試験と面接
▼ 第二次試験の日程

７/１０〜８/２
８/１３

発売期間
抽せん日

０１６５４②３５７５

25

消費生活センター
（よろーな内 )

■問い合わせ

険料 ２(００円 が)必要です︒
▼申込期間 ７月２日 〜７
月 日
各コース定員になり次第締
※
切ます︒また︑期間以外の申
し込みは無効とします
▼その他
・持ち物は申し込み期間終了
後に連絡します︒
・パン作り︑チーズ作りを受
講する場合︑光凌キャンパス
から名農キャンパスへ移動が
必要です︒︵バスを用意しま
す︒申込時に利用の有無を連
絡ください︶
・

ださい。

①②８月 日 ９時
③８月 日 ９時
▽ところ
市立総合病院２階講義室
▼応募方法
８月 日 までに︑受験申
込書に所定の事項を記入のう
え提出︵受験申込書は市立総
合病院総務課総務係に請求ま
たは市立総合病院ホームペー
ジからダウンロード︶してく
ださい︒

※託児あり。7 月１７日（水）までに申し込みく

めぐみ

いします。

ごう

名寄消費者協会

１９５８年江別市生まれ︒Ｈ 年３月
までＳＴＶラジオ﹁Ｍｒ．Ｇの言葉の
処方箋﹂に出演︒

公共交通などのご利用をお願

(水)

名寄産業高等学校
０１６５４②３０６６

「エコで健康」

市立総合病院総務課総務係

援

医師

■後

仁

消費生活センター

郷

ので、最寄りの駐車場または

10

問

〜身体とこころのためのちょっといい話〜

講師

催

▼と き ７月 日
９時
〜 時︵受付８時 分〜︶
親子講座は 時終了予定︒
※
▼ところ 名寄産業高校
▼参加対象 市内在住の小学
生親子︑中学生︑市民
▼体験コース
︻親子向け︼
簡単デコレーション作り・
木の絵本製作・文鎮製作・手
形製作・電子工作・パン作り
︻小学生〜一般向け︼
チーズ作り・木製スタンド
製作 小(学生は親子で参加︶
︻中学生・一般向け︼
デコロール作り・ミニゴミ
ステーション製作・表札製作
▼参加料 ５００円〜３００
０円 材(料・保険料含む )
付添の保護者の方も別途保
※

■主

︵西７条南８丁目︶
０１６５４③３１０１

※駐車場は数に限りがあります

(火)

１階大会議室

▼職種・募集人数
①看護師
人程度
②助産師 若干名
③管理栄養士 １名
▼受験資格
①看護師の免許を有する方ま
たは平成 年４月までに資格
取得見込の方で︑昭和 年４
月２日以降に生まれた方
②助産師の免許を有する方ま
たは平成 年４月までに資格
取得見込の方で︑昭和 年４
月２日以降に生まれた方
③管理栄養士の免許を有する
方または平成 年４月までに
資格取得見込の方で︑昭和
年４月２日以降に生まれた方
▼試験内容
▽第一次試験
書類選考︵第一次試験合格
▼と き ８月 日
▼ところ 児童センター
※詳細はなよろっこ８月号に
掲載します︒

児童センター
０１６５４③３４６５

駅前交流プラザ｢よろーな｣

■ところ

26

空き地の草刈り等を忘れ 児 童 セ ン タ ー か ら の お 知
らせ
ずに！
︻夏のお楽しみ会︼
児童センターで夏ならでは
の遊びを楽しみませんか︒
▼と き ７月 日
▼ところ 児童センター
▼申し込み なよろっこ７月
号に掲載の参加申込書に必要
事項を記載し窓口に申し込
む︒電話でも可︒定員なし︒
︻児童センターまつり︼
児童センターでお祭りを楽
しみませんか︒

１３：３０〜１５：００

入場
無料

７月２０日（土）
き
■と

26

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︒
害虫発生の防止など衛生管
理のためにも︑土地を所有し
ている方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︒
環境生活課環境・生活安
全係
１階 内(線３１２６ )

(月)

申

名寄市消費生活セミナー講演会

(金)

24

９

30

26

26

20
30
(土)

(土)

29

29

25
(土)
(日)

29

12

10

④航空学生

問

名

16

問

問

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

(土)

録音図書とは広報や本など
を朗読録音したカセットテー
プのことです︒活字のままで
は読書が不便な方に耳の読書
を楽しんでいただきたいと願
っています︒
▼利用対象
・障がい手帳をお持ちの方
・活字をそのままの大きさで
は読めない方
・活字を集中して読むことが
できない方
・病臥・まひなどにより︑資
料や本などを持ったり︑ペー
ジをめくることが困難な方
▼お願い
目の不自由な方にこの記事
を直にお届けすることができ
ません︒記事を見た方はどう
か口頭でお伝えください︒
名寄声の図書会
︵市立図書館内︶
０１６５４③４７５１

名寄市青少年表彰該当者 録音図書の貸し出しを行
っています
の推薦をお願いします
▼表彰対象 市内に在住する
青少年︵義務教育を修了した
おおむね 代までの者︶で︑
これらが主として組織する団
体︑または個人で次のいずれ
かに該当する方
青少年団体として︑構成が
堅実で︑運営が優れ︑活動内
容が青少年の健全育成に寄与
し将来に期待できること︒
青少年団体の構成員として
団体活動に寄与し︑青少年健
全育成に多大な功績が認めら
れるもの︒
社会奉仕等に尽力し︑その
功績が認められるもの︒
学校生活︑家庭生活におい
て︑他の模範となる行いをし
たもの︒
▼推薦方法 青少年センター
にある推薦書に必要事項を記
入し︑提出してください︒
▼期限 ８月 日
・

31

問

自衛隊就職説明会
▼と き ７月 日
時〜 時
▼ところ 市民文化センター
１階 大会議室︵西 南４︶
・１回目
時〜 時
・２回目
時〜 時
・３回目
時〜 時
説明会は３回実施し︑自衛
官の待遇など詳しく説明しま
す︒
説明会への参加に年齢制限
はありませんので︑受験希望
の方︑ご家族︑興味のある方
など︑皆さまお誘い合わせの
上お越しください︒

一般曹候補生・自衛官候補
生・航空学生︑看護学生・防
衛大学校学生︑防衛医科大学
校学生︑陸上自衛隊高等工科
学校生徒

現在︑平成 年３・４月採
用の自衛官などを募集中で
す︒

20 19 18

犬・猫について

●愛犬の散歩時のマナーにご
注意を
散歩時のふん尿に対する苦
情が寄せられています︒散歩
時にはふん尿をさせないよ
う︑散歩前に自分の敷地内で
済ませましょう︒もし︑ふん
をした場合は必ず持ち帰りま
しょう︒
●猫は責任を持って飼育しま
しょう
猫のふん尿に関する苦情が
寄せられています︒猫は屋外
に出ると︑畑などのやわらか
い土や砂などに︑ふん尿をす
る習性があります︒飼い主は
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︒
また︑野良猫に餌をあげて
いる方がおり︑近隣トラブル
が発生している地域が見られ
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︒安易な餌やりは控える
ようにしましょう︒
環境生活課環境・生活安
全係
１階 内(線３１２２ )

問

▼駅前交流プラザ
﹁よろーな﹂のために
○名寄中央ライオンズクラブ
︵佐藤 康男会長︶

▼名寄市と杉並区の
交流事業のために
○名寄市との交流グループ
︵杉並区︶

︵稲葉

▼社会貢献のために
○北海道日本ハム
ファイターズ
篤紀選手
Ａｉプロジェクト︶

▼社会貢献のために
○名寄ライオンズクラブ
︵村山 聡会長︶

︵順不同・敬称略︶

ありがとうございました

ご寄附

名

■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
■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

20

青少年センター
︵児童センター内︶
０１６５４③３４６５

駅前交流プラザ｢よろーな｣２階
名寄消費生活センター(東1南7)
①消費生活相談 9:15〜16:00
と き 月〜金曜日
②市民相談 9:15〜16:00
と き 月〜金曜日
③無料法律相談 11:00〜
と き
７月１４日（日）
８月 ４日（日）
※事前予約が必要です
④行政相談 13:00〜16:00
と き
７月１１日（木）
８月 ８日（木）
⑤結婚相談
と き 第１金曜日 17:30〜19:00
その他の金曜日 13:00〜15:00
①
01654②3575
01654③2111（内線3616）
②〜⑤
ところ

13

17
20
(水)

締め切りなどがありますの
で詳しくは左記までご連絡く
ださい︒

問

(１)

(２)

(３)

(４)

申

17

19 18 17

26

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所︵西１南９︶
01654②3921

平成25年7月号
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問

問

