自衛官の募集について

畜産農業に係る硝酸性窒素
などの暫定排水基準の設定
水質汚濁防止法の排水基準のう
ち、畜産農業に係 る硝酸性窒素な
ど （アンモニア、アンモニウム化
合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合
物）の基準 について、平成 25年
7月 1日か ら平成 28年 6月末まで
を期限 とした新たな暫定排水基準
(
700mg/
L)が、平成 25年 6月 10
日に設定 されました。
(
9年 ぶ りの引 き下げ とな り、
900mg/
Lか ら700mg/
Lへ 引 き
下げ られました )
また、水質汚濁防止法によ り、
豚房施設 (総面積 50㎡ 以上 )
、牛
房施設 (総面積 200㎡ 以上 )
、馬房
施設 (総面積 500㎡ 以上 )で河川
等に汚水などを排出する場合には、
既存施設 ・新設施設に係 らず届出
が必要 とな りますので、日高振興
局へ届出をお願いいたします。
届出が必要な条件など、詳 しい
内容につきましては、下記までお
問い合わせ くだ さい。
●申請 ・お問い合わせ先
日高振興局保健環境部環境生活課
地域環境係
緯0146・
22・
9253
FAX0146・
22・
7516

次のとお り自衛官を募集 します。
○募集 コース
①防衛医科大学校看護学科学生
②防衛医科大学校医学科学生
③防衛大学校生
○資格
高卒 (見込含 )
21歳未満の方
○受付期限 9月 30日
●お問い合わせ先
自衛隊札幌地方協力本部静内分駐所
緯 0146・44・2855

がん患者相談支援体制整
備促進事業委託業務 (がん
サロン)の開設のお知らせ
がんサロンは、告知 された時や
治療中 ・退院後に、患者や家族が
情報交換 した り、悩 み をわか ち
合 った りできる場です。
○開催日 毎月第 3木曜日
（6月か ら3月まで計 10回）
○時 間
午後 1時～ 3時 サロン
午後 3時～ 4時 個別相談会
○場 所
浦河赤十字病院 2階 講堂 Ｂ
○対象者
がん治療中の方、体験者、家族
○参加費 ３
００円 （実費）
○定 員 ２
０名
●お申し込み ・お問い合わせ先
北海道委託がん患者相談支援体制
整備促進事業事務局 （担当：引地）
委託事業実施団体アスパラの会
緯011・
802・
1028
Emai
l:
as
par
anokai
@gmai
l
.
com
※ メールで申 し込みの場合、参加
地域浦河 と記入の上、お名前 ・連
絡先 ・相談会参加の有無をご連絡
くだ さい。
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全国健康保険協会から
のお知らせ
①年に一度は「
健診」を受けよう ！
健診は、生活習慣病の予防や早
期発見のためには欠かせません。
自分の健康状態について正確に把
握 し健康管理を続けるために、健
診を上手にお役立て くだ さい。
がん検診の内容を含む検査項目
が豊富な 「生活習慣病予防健診」、
手軽に受診できる 「特定健診」な
どを用意 してお ります。
②ジェネ リック医薬品の活用 ！
現在、協会けんぽ北海道支部の
加入者に処方 されるお薬のうち、
ジェネ リック医薬品（後発医薬品）
は全体の３
０％以上利用 されるよう
にな りました。
お財布にもやさしいジェネ リッ
ク医薬品について、その特徴やメ
リットをご理解いただき、上手に
活用 しましょう。詳 しくは、かか
りつけの医師、または薬剤師にご
相談 くだ さい。
●お問い合わせ先
全国健康保険協会北海道支部
緯 011・726・0352

東京新冠会 か ら
のお知らせ
東京新冠会では、現在、新規会
員を募集 してお ります。
東京新冠会は故郷新冠を離れ、
東京やその近隣で暮 らしている人
が集い、新年会や花見などの親睦
会を通 し、ざ っくば らんに話がで
きる仲間づ くりをしてお ります。
来年、設立 30周年 を迎 えるこ
ともあ り、一人でも多 くの方の参
加をお待 ちしてお ります。

また、第 29回定期総会 を下記
日程で開催することとしてお りま
すので、併せてご案内いたします。
第 29回定期総会
○日程 10月 27日 （日）
25
○場所 東京都千代田区霞ヶ関 3東海大学校友会会館
●お申し込み ・お問い合わせ先
東京新冠会 会長 高橋 守
緯 03・3779・7881
携帯 090・8846・2686

新冠小学校地域参観日
のお知らせ
新冠小学校は保護者や地域の方
の期待 と信頼に応える学校づ くり
を進めています。その一環 として、
9月 11日に 「地域参観日」を実施
いたします。本校の教育活動及び
教育環境をご覧いただきた く、お
知 らせいたします。
○期日 9月 11日 （水）
○時間 午前 10時～午後 2時
○場所 新冠小学校
○内容
授業、休み時間、給食、清掃活
動など日常の子 どもたちの様子
をご覧 くだ さい。
○その他
・参観は時間厳守でお願いします。
・1階の児童玄関 よ りお入 りくだ
さい。
●お問い合わせ先
新冠小学校 緯・0146・47・2103

2013新冠町民ゴルフ大会
参加者募集のお知らせ
町民ゴルファーの交流 と親睦を
図 ることを目的 として、次のとお
り開催 いた します ので、シ ング
ル ・ビギナーを問わず、多数のご

参加をお待 ちしています。
○期日 9月 8日 （日）
○時間 午前 8時 30分開始
○場所 平取カントリークラブ
○参加資格
町内在住者 と町内企業勤務者
○競技方法
18Ｈス トロークズプレー
ダブルペ リア方式
○定員 先着 60名
○主催 新冠町体育協会
○申込締切 8月 30日
●お申し込み ・お問い合わせ先
新冠町体育協会 （担当 ：大澤）
緯 0146・4７・2922

特別警報 の発表
について
気象台は 8月 30日か ら 「特別
警報」の発表を開始 します。
「特別警報」は、現在の警報発表
基準をはるかに超える大雨や地震、
津波、火山噴火などによ り、重大
な災害の起 こる危険性が著 しく高
まっていることをお知 らせし、特
別な警戒を呼びかけるものです。
過去の該当事例は 「東日本大震
災」の津波や 「平成 23年台風第
12号」の豪雨などとなっています。
「特別警報」発表時は数十年に一
度 しかない大雨や暴風などによ り
非常に危険な状況です。
周囲の状況や避難指示 ・勧告な
どに留意 し、避難所への避難か屋
内の比較的安全な場所への退避な
ど、直 ちに命を守 る行動をとって
くだ さい。
特別警報の詳細については気象
庁ホームページでご確認 くだ さい。
●お問い合わせ先
室蘭地方気象台防災業務課
緯 0143・22・4249
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●受付時間
午前 10時～午後 4時
●お問い合わせ先
ひだか弁護士相談センター

要
予
約

緯 0146・42・8373

8月
12日 （
月）
19日 （
月）
26日 （
月）

14日 （
水）
21日 （
水）
28日 （
水）

9月
2日 （
月）
9日 （
月）

4日 （
水）
11日 （
水）

ご寄付あ りが とう
ございました <敬称略 >
●特別養護老人ホ ーム「
恵寿荘」
に役立ててと
☆三宅 妙子
（古布 1袋）
☆稗田 龍太
（古布 15袋）
☆藤原 則行
（古布 1袋）
☆ボランティアグループちょぼら （カット布4袋）
☆ルナ美容室 （シャンプーリンス各 1本）
☆新冠ほ くと園
（カット布 8束）
☆高橋 満郎
（キャベツ6.
1kg、かぶ2.
6kg）
☆高月 カヅヱ
（きゅうり38kg、白菜10玉）

新冠町社会福祉協議会へ
▼福祉事業に役立ててと
☆丸山
☆匿名

久美子

（古切手 1袋）
（古切手 1箱）

▼香典返しに代えて
☆森 政栄
☆古舘 春男

（100,
000円）
（200,
000円）
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ひだか弁護士相談センター
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