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特別養護老人ホーム「ちのみ荘夏祭り」
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今 月 の 内 容

○「予約制乗合バス」試験運行を実施・・・・２〜３
○ 今、おもしろいのはこの３人！地域おこし協力隊・・・４
○花いっぱいコンクール審査結果・秋の一斉清掃 ほか ・５
○いきいきうらかわ・・・・・・・・・
○いきいきうらかわ
・・・・・・・・・・・・
・・・・・６
○トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・７
○国民健康保険被保険者証更新のお知らせ ほか ・・８
○申請忘れはありませんか？２つの給付金 ほか ・・９
○生活支援を話し合う会「うらこれ」・防災行政無線デジタル化・10
○文化会館情報・はい！保健センターです・・・・11
○タウンガイド・・・・・・・・・・・・・ 12 〜 13

公式フェイスブックをぜひ見てね！
https://www.facebook.com/uraran.
kawatan

検索 うららんかわたん

2014 浦河町

８月 10 日までの受付分 ( 掲載の承諾をいただいた方のみ）

とき
ところ

お誕生おめでとう
けいしん

新原

慶伸 ちゃん
（健伸）西舎

深澤

輝留 ちゃん
（健太）荻伏町

中山

（大悟）浜町
綾乃 ちゃん

午前 10:00 〜
浦河町役場駐車場内

物・特産品を即売します。他にも、玉ねぎ・ニンジンの詰め放題、

あやの

あきあじのつかみどり、もちまきなどのイベントや浦河産和牛

く

村上

碧徠 ちゃん
（孝行）堺町東２丁目

福澤

結愛 ちゃん
（ 央 ）東町ちのみ４丁目

ゆ

９月 28 日 日

浦河町で生産された、野菜やイチゴをはじめとする農林水産

あきと

り

産業まつり

の串焼きなどの飲食物の提供も行います。

あ

お問い合わせ 浦河町産業まつり実行委員会
役場農林課内 ℡ 0146-26-9016

ごめい福をお祈りします
黒田

道子 さん（81 歳）東町ちのみ４丁目

和田

富枝 さん（88 歳）堺町東５丁目

種市

厚子 （63 歳）堺町西１丁目

岩間

俊宣 さん（62 歳）東町ちのみ４丁目

行政相談所を開設します
期
日
時
間
９月 16 日（火） 13：30 〜 16：30

さん

服部

清 さん（94 歳）野深

菅原

幹夫 さん（64 歳）東栄

中脇

博史 さん（71 歳）東幌別

会
役場１階

場
町民相談室

行政相談は、総務省から委嘱された各市町村の行政相談委員
が、皆さんから年金、道路、河川、窓口サービスなど、役所の
業務についての苦情や要望、意見をお聞きして改善を図ります。
相談は無料で、秘密は守ります。お気軽に行政相談委員にご相
談ください。

平野カツエ さん（87 歳）姉茶
中嶋

浦河赤十字看護専門学校

洋子 さん（78 歳）荻伏町

第 25 回 浦看祭・オープンスクール

今度のうらコンは…

平成 26 年９月 13 日（土）

映画 Cafe

日時

10/18( 土 ) PM1:00 〜

秋といえば。。
。
芸術の秋 そして 食欲の秋
映画鑑賞をしたあと
１日限定の 紅茶 Cafe で
感想を語り合いませんか？

集合場所 大黒座 ( 大通２丁目）
参加条件
≪男性≫浦河町内在住の
20 代〜 30 代の独身の方
≪女性≫住所を問わず 20 代〜 30 代
独身の方
募集定員 男女各 10 名（完全予約制）
申込締切 10 月３日 ( 金 )
お問い合わせ うらコン実行委員会
事務局（役場企画課内） ℡ 0146-26-9013

一般公開 午前 9 時〜午後０時 30 分
オープンスクール 午後 1 時〜午後 4 時

浦看祭 Link to The Community 〜繋がる地域の輪〜
内容：縁日コーナー、バザー、赤十字の活動紹介や
写真撮影、体験コーナーなど

の

オープンスクール
浦河赤十字看護専門学校では、平成 27 年度入学生
を募集します。看護学校へ進学を検討している方はぜ
ひオープンスクールへお越しください。
内容：模擬授業体験、AED・包帯法体験、看護学生
との懇談、学生寮紹介、進路・奨学金相談など

月曜が祝日でもごみを収集

（7 月末現在）

９月 15 日【敬老の日】ごみの巡回収集を行います
人

口

13,275 人

男

6,481 人 （− 4）

女

6,794 人 （− 1）

世

帯

6,829 戸 （− 5）

外国人登録者
（

（− 5）

74 人 （± 0）

）内は前月比
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発生：１０件［７月：２件］
死者： ０人［７月：０人］
傷者：１４人［７月：２人］
（平成 26 年１月１日〜７月末）

第 689 号／平成 26 年９月３日発行／発行者

９月 15 日（月）の「敬老の日」は祝日ですが、平日
の月曜日と同様にごみの巡回収集を行います。
また、クリーンプラザも開場（午前８時 30 分〜午後
５時）しています。
■お問合せ先 役場町民課（℡ 0146-26-9001）
浦河町クリーンプラザ（℡ 0146-26-3333）
浦河町／編集

企画課広報広聴係

電話：２６−９０１２

○「広報うらかわ」はインターネットでもご覧いただけます 【浦河町ホームページアドレス http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/】

