暮らしのお知らせ

｣

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。
※受け渡しは原則として無償で行い
ます。

﹁市立総合病院看護師等学資金貸与生﹂募集

空き家の管理のお願い

市長室開放事業を
開催します

空き家が管理されない状態
で放置されると︑景観や治安
の悪化など隣近所や地域一帯
に影響を与えてしまいます︒
これからの時期は降雪が多
くなり︑屋根からの落雪での
被害や︑雪の重みによる家屋
倒壊など︑他人に損害を与え
てしまい︑思わぬ損害賠償や
法的責任に追われることにも
なりかねませんので︑家の管
理に十分注意を払ってくださ
い︒また市では︑市内の空き
家や空き地を有効活用するこ
とを目的に﹁名寄市空家バン
ク﹂を開設しています︒
詳しくは問い
合わせ先に相
談ください︒
環境生活課
環境・生活安全係
１階︵内線３１２６︶

２月７日は 北｢方領土の日 ｣
です︒歯舞諸島︑色丹島︑国
後島︑択捉島からなる北方領
土は︑日本人が開拓し︑住み
つづけた島々です︒
しかし︑これら四島は第二
次世界大戦終了直後に不法に
占拠され︑ 年以上が経過し
た今も日本人の住めない島々
になっています︒
北方領土問題への理解と関
心を高め︑返還への願いを実
現するために︑次のとおり署
名活動を行います︒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
◆署名期間 ２月 日 まで
総務課総務係
３階︵内線３３２１︶

北方領土返還要求署名に
ご協力を

申・問 総合政策課秘書係
名 ３階（内線3304）

(木)

◆ゆずってください
①ロッキングチェア
②名中女子制服上下・
ベスト・ブラウス（160cm）
③名中ジャージ上下・
ハーフパンツ
（160cm）
④卓上電子ピアノ（鍵盤が88個の物）

応募者に通知いたします︒
◆貸与金の返還 卒業後直ち
に︑市立総合病院に看護師
等として︑学資金貸与期間
に相当する期間を継続して
勤務した場合は学資金の返
還を免除します︒
また︑次の場合は︑学資金
を一括返還していただきま
す︒
①在学する学校・大学を中途
退学︑または卒業の見込み
がなくなったとき
②卒業後︑市立総合病院に勤
務しないと分かったとき
③市立総合病院に勤務したが︑
学資金貸与期間に相当する
期間を勤務する前に退職し
たとき
・
申

市立総合病院総務課総務係

問

０１６５４③３１０１

20

（10：00〜16：00）

将来︑助産師︑看護師を目
指している方を対象に学資金
貸与生を募集します︒
◆対 象 助産師または看護
師を養成する学校・大学に
在学し︑卒業後︑市立総合
病院に勤務しようとする方
◆貸与期間 貸与決定の月か
ら卒業の月まで︑無利子で
貸与します︒
◆金 額
①助産師課程に在学している
方 ………………
月額 万円
②看護師課程に在学し︑自宅
通学以外の方 …
月額７万円
③看護師課程に在学し︑自宅
通学の方 ………
月額４万円
◆募集期間
・第１回 現在〜３月 日
・第２回 ４月１日 〜 日
◆選考方法 面接により選考
面接日時は︑日程確定後に
※

70

暮らしのリサイクル

名 名寄庁舎︵ ０１６５４③２１１１︶ 風 風連庁舎︵ ０１６５５③２５１１︶

(木) (水)

◆対 象 市民または市民が組
織する団体やサークルなど
◆開催日時 土日祝を除いた
２月３日(月)〜28日(金)
９時〜17時30分の20〜30分
※市長の公務を優先します。
◆懇談場所 市役所名寄庁舎や
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。

名 問

名寄市立総合病院
看護師 復｢職支援研修
看護師の復職を希望されて
いる方に︑技術サポートを目
的として研修を行います︒
当院への就職を前提とした
※
研修ではありません︒
◆と き ２月 日
時
〜 時
◆内 容
①看護技術︵採血 注･射など︶
②施設見学
③相談会
④看護の動向

◆申込方法 問い合わせ先に
ご相談ください︒
◆申込期限 ２月 日
・

申し込み

市立総合病院看護部
０１６５４③３１０１
問い合わせ

Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０２０．２

２３

10

(月)

問 名寄消費者協会
01654③5630
問

名

(水)

10

10

２月25日(火)
17:30〜19:30
き
◆と

15

問

◆ゆずります
①トレーニングマシン アルファジム
②ＦＦ式ストーブ
③ガスレンジ台
④ヤマハ エレクトーン（15年程度使用）
⑤７段雛飾り
⑥囲碁セット
⑦アイロンとアイロン台
⑧ズボンプレッサー
⑨ウェイトトレーニングマシン
⑩３段変速付自転車（26インチ）

30 11

◆ところ
納税窓口
税務課納税係 名 ２階
国保窓口
市民課国保高齢医療係
名 １階

12

申

(水)

夜間窓口
申

問

暮らしのお知らせ

問い合わせ

申し込み

名 名寄庁舎︵ ０１６５４③２１１１︶ 風 風連庁舎︵ ０１６５５③２５１１︶

加工食品を製造・加工等

農業者年金巡回相談会

観光周遊バスのご案内

国勢調査員募集

124号 西２南11 ３ＬＤＫ 74.6㎡ １戸 2万3,600〜3万5,200円 Ｈ８ ２階 世帯向け

398万円以下

６人家族

443万円以下

(月)

名寄地区衛生施設事務組合

産業振興室産業振興課
３階
︵内線３３４４︶

５人家族

17

(土)
23

０１６５４②３９１２

320万円以下

◇ 認定の目安となる世帯の収入

４人家族

65

(日)
22

記載された家賃は︑収入に
※
よって高くなる場合があり
ます︒
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︒
今回シルバーハウジング住
※
宅の募集はありません︒
・

261万円以下

HP

http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/hf/kth/
syokuhinhyouji.htm
北海道庁ホームページ
名寄保健所
０１６５４③３１２１

31

類の写し︵源泉徴収票など︶
を添付して︑期限までに申
込先に提出してください︒
虚偽の申請があった場合に
※
は︑支給金品を返還してい
ただく場合があります︒
◆申込先・申込期限
◇新たに小学校または中学校
に入学する１年生 …
２月
日 までに入学予定の学校
または市役所名寄庁舎学校
教育課へ提出︒
新中学１年生の場合は︑在
※
校する小学校でも受付可能︒
◇新たに小学校または中学校
に入学する１年生で︑その
学校に兄姉のいる児童生徒
２月 日 までに兄姉の
…
申請とあわせ兄姉の在学す
る学校へ提出︒
◇小学１〜５年生と中学１︑２
年生 …
３月６日 までに在
学する学校へ提出︒
申請は随時受け付けていま
※
す︒年度の途中で認定され
た場合は︑学校が受け付け
した日を認定日とします︒
転入した方は︑転入から
※
日以内に申請してください︒
・
学校教育課学校教育係
３階 内(線３３７５ )
(金)

(日)

３人家族

30

(金)

29

192万円以下

30

Ｏ＆Ｒ名寄建物コンソー
シアム︵西４南９大野ビ
ル１階︶
世帯状況や住宅状況により
０１６５４③３７１１
※
この範囲外でも該当する場
http://naioroputo.com/
合があります︒
publics/index/17/
農業収入 事･業収入などは︑
※
所得額により判定します︒
◆援助を受けられる費用 学
用品費︑修学旅行費︑
学校給
食費︑ＰＴＡ会費など︵詳し
くは申請書をご覧ください︶
生活保護受給中の方は︑修
※
学旅行費と医療費のみの援
助です︒
新たに小学校または中学校
※
に入学する新１年生に限り︑
３月に新入学学用品費を支
給します︒
◆申込方法 援助を希望する
方は︑申請書に世帯全員の
前年の収入を証明できる書

21

３

２人家族

風 問

就学援助制度について
︵令和２年度︶
市では︑経済的な理由によ
り就学が困難な児童や生徒の
保護者に対し︑学校で必要な
費用の一部を援助しています︒
援助を希望する方は︑次の
事項を確認し学校などに申し
込みください︒なお︑令和元
年度に受給している方も︑新
たに申請が必要です︒
◆援助の対象 世帯︵同居家
族︶全員の前年の収入金額
などが市で定めた認定基準
額以下の方

21
30

(社会保険料を除く)

(土)

(日)

27

(金)

問

名 問

令和元年分給与収入

家族構成

企画課企画調整係
３階︵内線３３１３︶

サンピラー名寄Ａ棟

◆募集住宅
532号 東１北６ ２ＬＤＫ 62.4㎡ １戸 1万6,900〜2万5,100円 Ｈ４ ３階 世帯向け

保険料は令和元年度分参考
※
口座振替したい場合は︑金
※
融機関での手続きとなりま
す︒
旭川年金事務所
お客様相談室
０１６６ ‐ ５
‐００２
市民課市民年金係
１階︵内線３１１２︶
地域住民課市民係
１階︵内線２１１９︶

道営住宅入居者の募集
◆書類配布期間 ２月４日
〜 日
土・日・祭日を除く︒
※
◆募集受付期間 ２月 日
〜 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︑
入居適格者には申込書を配
布します︒必要書類を添え
て提出してください︒
障害者手帳などをお持ちの
※
方は持参してください︒
◆入居時期 ４月初旬に入居
◆入居者の決定 書類審査に
より決定します︒
申し込みが重複した場合は
※
抽選を行います︒
◆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 ３月 日
時
◇ところ 駅前交流プラザ よ｢
ろーな︵｣東１南７︶
コンピュー
※
ターによる
抽選となり
ます︒
ノースタウン名寄アカマツ棟

名 名寄庁舎︵ ０１６５４③２１１１︶ 風 風連庁舎︵ ０１６５５③２５１１︶

531号 東１北６ ２ＬＤＫ 62.4㎡ １戸 1万6,900〜2万5,100円 Ｈ４ ３階 世帯向け

16,410円

申し込み

ノースタウン名寄アカマツ棟

70

512号 東１北６ ２ＬＤＫ 62.2㎡ １戸 1万6,800〜2万5,100円 Ｈ４ １階 世帯向け

問

申

名

問

HP

40

(火)

ノースタウン名寄アカマツ棟

２月末

問い合わせ

ノースタウン名寄プラタナス棟 631号 東１北６ ２ＬＤＫ 62.4㎡ １戸 1万6,400〜2万4,500円 Ｈ２ ３階 世帯向け

−
翌月末
翌月振替

72

10

20

問
ノースタウン名寄プラタナス棟 621号 東１北６ ２ＬＤＫ 62.2㎡ １戸 1万6,400〜2万4,400円 Ｈ２ ２階 世帯向け

問
申

申

名

192,790円

(金)

−

−
16,360円

50円 当月末
当月末振替

19

14

備考

１年前納

(金)

・

みんなの国民年金

13

国民年金保険料の納付は︑
口座振替等が便利です︒また︑
まとめて前払い︵前納︶すると
保険料が割引される制度もあ
りますので︑
ご利用ください︒
10

月１日に全国一斉で国勢
調査が実施されます︒市では︑
国勢調査に従事する調査員を
募集しています︒
◆業務期間 ８月中旬〜 月
下旬
◆業務内容 調査員説明会へ
の出席︑担当調査区の確認︑
調査票等の配布 回･収 点
･検
◆資格要件
・ 歳以上で︑責任をもって
調査事務に従事できる方
・警察官︑税務職員︑選挙に
直接関係しない方
・暴力団その他の反社会的勢
力に該当しない方
・調査で知り得た秘密を守る
ことができる方
◆報 酬 １調査区︵ 〜
世帯︶約４万円
前回実施時での参考額
※
◆募集人数 １８０人
◆応募方法 問い合わせ先ま
でご連絡ください︒
◆応募期限 ３月 日
31

農業者年金に関する相談会
ワカサギ釣りや雪板トレッ
される事業者の方へ
を開催しますので︑この機会
キング︑雪板作り体験やサン
平成 年４月１日から︑加
工食品への栄養成分表示が義
にお気軽にご相談ください︒
ピラー温泉などを周遊するバ
◆と き ２月 日
ス﹁ＢＡＳＩＳ
︵ベイシス号︶﹂ 務化され︑一般用の加工食品
時
分
には︑熱量 た･んぱく質 脂･質 ･
が運行しています︒名寄・美
◆ところ 市役所風連庁舎３
深・朱鞠内湖でできるスノー
炭水化物・食塩相当量の５項
アクティビティを楽しんでみ
階中会議室
目の表示が必須となっていま
ませんか︒
◆対象者 市内の農業者年金
す︒その基準施行後︑新ルー
待期者︵ 歳未満の旧制度 ･ ◆内 容 なよろ温泉サンピ
ルに基づく表示への移行のた
めに設けられた猶予期間︵経
ラー︑駅前交流プラザ﹁よろ
新制度年金受給予定者等︶
過措置期間︶が３月 日で終
ーな﹂︑美深町交通ターミナ
◆相談員 北海道農業会議農
了しますので︑お早めに新ル
ル︑レイクハウス朱鞠内を
業者年金相談指導員
ールに基づく表示への移行に
往復する周遊バス
名寄市農業委員会
努めてください︒
◆利用料 大人１８００円︑
１階︵内線２３０１〜
なお︑表示可能面積が小さ
子ども９００円︑幼児無料
２３０３︶
いもの︵概ね ㎠以下︶︑酒類︑
１日フリーパス券として
※
栄養の供給源としての寄与の
◆申込方法 次の二次元バー
し尿・浄化槽汚泥収集の
程度が小さいものなど省略が
コードを読み取り︑ＵＲＬ
業務を停止します
認められているものもありま
にアクセス
次の期間は︑処理施設の整
すので︑詳しくはホームペー
して申し込
備のため︑し尿 浄化槽汚泥の
･
ジをご覧になるか︑電話で問
んでくださ
収集ができません︒ご迷惑を
い合わせしてください︒
い︒
おかけしますが︑ご協力をお
願いいたします︒
申し込み時での利用料支払
旧基準で栄養成分表示をし
※
※
◆収集停止期間 ２月１日
いはカード決済が必要です︒
ている場合には︑新基準に
◆運営者 道北文化創造プロ
対応した表示の切り替えが
〜９日 ︑ 日 ︑ 日
必要です︒
ジェクトＢＡＳＩＳ
◆収集業者 名寄市環境保全
︵美深町観光協会内︶
事業協同組合
０１６５６⑨２４７０
０１６５４②４３００
◆運行期限
月 日

申
２月末
10月末 10月〜翌年3月間
８月末

(金)

建築 階数
賃
家
格
規
所
住
名
地
団

２月末

21

(火)

379,640円 15,760円 ４月末

4,130円 ４月末

4月〜9月間
４月末
97,340円

1,120円
6カ月前納

27

申

(水)

２年前納

21

２４
広報なよろ令和２年２月号
Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０２０．２
２５

問
申込期限
引落日
割引額
保険料額
振替方法

問

名

風

問

暮らしのお知らせ

17

広 告

その出会いに想いを込めて。
︵順不同・敬称略︶

秀春

ひではる

◆市道敷地のために
せ が わ

たかはし

さ と う

あ か し

おかもと

︵岡元

よしろう

能朗理事長︶

あ つ こ

惇子部長︶

き ん や

欽弥会長︶

政美組合長︶

ま さ み

○名寄市もち米生産組合

◆市役所新年飾りとして

︵明石

○名寄ゼロクラブ

◆地域貢献活動として

︵佐藤

○麻生区町内会女性部

◆被災地支援のために

︵高橋

○名寄市図書納入組合

トとして

ちへのクリスマスプレゼン

◆本を読んでくれる子どもた

○瀨川

お問い合わせ（事務所）
℡01654②3669

01654-2-4321

ありがとうございました

ご寄附

眞鍋

和一

冬の贈り物に、タクシー
クーポン券（１枚500円）
はいかがですか？

代表取締役社長

名 名寄庁舎︵ ０１６５４③２１１１︶ 風 風連庁舎︵ ０１６５５③２５１１︶

２

申し込み

(金) (水)

問い合わせ

自衛官等の募集
◆自衛官候補生︵男子 女･子︶
◇応募資格 令和２年４月１
日現在︑ 歳以上 歳未満
◇受付期限
・２月試験 ２月 日
・３月試験 ２月 日
◇試験日
・２月試験 ２月 日 ・
日
・３月試験 ３月１日 ・
日
(日)

希望のいずれか１日
※
試験会場は旭川
※

(日)

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所 西(１南９ )
０１６５４②３９２１

・

14

21 12

TEL

(金)

45

問

生活保護制度について

市立大学で科目等履修生 聴･講生を募集します
猫の適正飼育と野良猫を
︵令和２年度前期科目 通･年科目︶
増やさないために
◇出願手続きに必要なもの
近年︑猫に関する苦情相談
◆科目等履修生 科目の履修
が多く寄せられています︒近
や単位の修得を希望する方
①聴講生願書
隣とのトラブルをなくすため
を選考のうえ︑受け入れま
②履歴書
には︑猫を適正に飼育・管理
す︒
③最終出身学校の卒業︵修了︶
し︑人と猫が共生する環境づ
実験・実習など一部科目を
証明書
※
くりと野良猫を減らすための
除く︒
④最終出身学校の成績証明書
対策をしてくことが大切です︒ ◇履修資格 高等学校卒業ま
⑤承諾書︵在職中の方︶
◆飼い猫の適正飼育ルール
たは同等以上の資格がある
①②⑤は本学所定用紙
※
と認められる方
・交通事故やケンカなどでけ
◇聴講料 １単位につき
◇出願手続きに必要なもの
がをしないよう︑安全な室
３０００円
内で飼育しましょう︒
◆共通事項
①科目等履修生願書
・望まれない命を生み出さな
②科目等履修志望理由書
◇開始時期 ４月から
いために︑不妊去勢手術を
③履歴書
詳細は入学許可後に連絡し
※
しましょう︒
④最終出身学校の卒業︵修了︶
ます︒
・命を終えるまで愛情と責任
◇募集期間 ２月３日 〜
証明書
を持って飼いましょう︒
⑤最終出身学校の成績証明書
日
◆野良猫への餌やり禁止
⑥承諾書︵在職中の方︶
◇出願方法 窓口に持参︵８
⑦入学検定料９８００円︵本
時 分〜 時 分︶または
・お腹がすいてかわいそうと
学所定の納付書で納入し︑
郵送︵書留︑募集期間内必
いう気持ちだけで野良猫に
領収書を同封すること︶
着︶
餌を与えないようにしまし
◇選考方法 出願書類および
ょう︒無責任な餌やりがか
①②③⑥は本学所定用紙
※
わいそうな猫を増やす原因
◇入学料 ２万８２００円
必要に応じて実施する面接
となります︒
により選考します︒
◇授業料 １単位につき
１万４８００円
各募集要項は窓口で配布し
※
◆聴講生 大学教育を皆さま
ています︒また︑市立大学
ホームページでも閲覧でき
に開放します︒
ます︒
実験・実習など一部科目を
※
除く︒
http://www.nayoro.ac.jp/
◇聴講資格 高等学校卒業ま
・
たは同等以上の資格がある
市立大学事務局教務課
と認められる方
０１６５４②４１９４

税務課市民税係
２階 内(線３２０１〜
３２０３ )
地域住民課総務 税･務係
１階 内(線２１２３・
２１２５ )

健康づくり体操教室
月６日 ︑ 日
◆と き
︑ 日 ︑ 日
９時
分〜 時 分
◆ところ 総合福祉センター
多目的ホール︵西１南 ︶
◆対 象 おおむね 歳以上
◆内 容 ラジオ体操︑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︒
高齢者支援課高齢福祉係
２階 内(線３２３１ )

30

16

環境生活課
環境・生活安全係
１階 内(線３１２２ )

販売証明書または譲渡証明
書など
◇廃車時の必要書類
廃車証明書など
◆手続き場所等
車種によって手続き場所や
必要書類が異なるので︑事
前に各手続き先にご確認く
ださい︒
◇排気量１２５ 以下のバイ
ク 小
･型特殊自動車︵農耕作
業用を含む︶
・市役所名寄庁舎２階税務課
市民税係
・市役所風連庁舎１階地域住
民課総務 税
･務係
◇軽自動車
・旭川地区軽自動車協会
０１６６ ‐ ‐
７３００
◇排気量１２５ 超のバイク
・旭川地方自家用自動車協会
０１６６ ‐ ‐
１２２１

(月)

33

17

18

生活保護制度とは︑資産や
能力などすべてを活用しても
なお生活に困窮する方に対し︑
困窮の程度に応じて必要な保
護を行い︑健康で文化的な最
低限度の生活を保障し︑その
自立を助長する制度です︒
生活保護は世帯単位で行い︑
世帯員全員が︑その利用し得
る資産・能力などあらゆるも
のを最低限度の生活の維持の
ために活用することが前提で
す︒
生活保護は次のことを調査
したうえで︑保護の適用を判
断します︒
◆資産の活用 預貯金︑生活
に利用していない土地・家
屋等があれば売却などをし
て生活費に充てる︒
◆能力の活用 働くことが可
能な方は︑働かなければな
らない︒
◆あらゆるものの活用 年金
や手当などほかの制度で給
付を受けられる場合は︑ま
ずはそれらを活用する︒
◆扶養義務者の扶養 親族な
どから援助を受けられる場
合は︑援助を受ける︒
社会福祉課保護係
２階 内(線３２２３ )

申し込み

27

軽自動車を取得・廃棄・名義変更したときは手続きを
軽自動車︵バイクや小型特
殊自動車を含む︶は毎年４月
１日現在の主に定置場として
いる市区町村で︑所有者に課
税されます︒購入や譲り受け
などをして︑登録が済んでい
ない軽自動車やバイクなどを
所有している方は手続きをし
てください︒
また︑廃車などの手続きが
４月１日までに完了しないと
翌年度も税金がかかります︒
◆登録を忘れているトラクタ
ーなどはありませんか
乗用装置がある小型特殊自
動車︵コンバイン︑トラク
ター︑田植え機︑フォーク
リフトなど︶を購入︑また
は譲り受けなどにより所有
したときは︑軽自動車税の
登録手続きが必要です︒
◇取得 名･義変更時の必要書類

問い合わせ

(木) (木)

60

(木) ２

15

20

11

(月)

(月)

問

名 問

申 HP

申

13
12

名 名寄庁舎︵ ０１６５４③２１１１︶ 風 風連庁舎︵ ０１６５５③２５１１︶

◆年金事務相談
と き ２月12日
（水）
10:30〜16:00
ところ 名寄商工会議所
(駅前交流プラザ｢よろーな｣)
※完全予約制( 0166-72-5004)
◆人権相談
と き 月〜金曜日 8:30〜16:30
ところ 旭川地方法務局名寄支局
01654②2349
◆生活相談支援センター
と き 月〜金曜日 9:00〜17:00
ところ 社会福祉協議会
(総合福祉センター内)
01654③9862
◆心配ごと相談
と き 月〜金曜日10:00〜17:00
ところ 西條名寄店１階ここほっと
01654②3968
◆障がい者差別についての相談
と き 月〜金曜日 8:45〜17:30
ところ 名寄庁舎２階
社会福祉課障がい相談支援係
01654③2111(内線3218)
◆公証相談
と き 日〜土曜日 9:00〜17:00
ところ 名寄公証役場(西１南９)
※完全予約制( 01654③3131)
◆教育相談ハートダイヤル
と き 月〜金曜日 9:00〜17:00
ところ 児童センター
01654③1000
0120-874-746(フリーダイヤル)

cc

cc 53

51

無料相談窓口

風

①消費生活相談
と き 月〜金曜日 9:15〜16:00
②市民相談
と き 月〜金曜日 9:15〜16:00
③無料法律相談
と き ２月２日（日）11:00〜
３月１日（日）11:00〜
※事前予約が必要です。
④行政相談
と き 月〜金曜日 9:15〜16:00
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
ところ 名寄市消費生活センター
(駅前交流プラザ｢よろーな｣)
①〜⑤共通 01654②3575
①〜⑤共通 01654③2111(内線3616)

２６
広報なよろ令和２年２月号
Ｎａｙｏｒｏ Ｐｕｂｌｉｃ Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ ２０２０．２
２７

申・問 町内会連合会事務局
（企画課企画調整係）
名 ３階（内線3311）

30 (木)

申
申

安心して暮らせる地域づくり
を支えている町内会では、さ
まざまな活動を行っています。
◆きれいな環境づくり
地域での清掃活動やごみの減
量に向けた取り組みなど、清
潔で快適なまちづくりのため
の活動を行っています。
◆加入するには
お住まいの地域の町内会長、
または町内会連合会事務局へ
ご連絡ください。

名 問

問

名

問
名 問

町内会に入りましょう
問

