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今 月 の 内 容

○今が最盛期！浦河の鮭 ・・・・・・・・・２〜３
○予約制乗合バスの上手な使い方 ・・
・・・・・
・・・・・４
○いきいきうらかわ ・・・・・・・・・・・・・ ５
○トピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
○はい！保健センターです・消防署からのお知らせ ・７
○生涯学習ニュース・学校だより ・・・・・ ８〜９
○文化会館情報・特定健診講演会を開催します ・ 10
○タウンガイド ・・・・・・・・・・・・ 11 〜 13

浦河町キャラクター

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

地元特産品を格安販売！
10 月 10 日までの受付分 ( 掲載の承諾をいただいた方のみ）

お誕生おめでとう
たいせい

小林

大星 ちゃん
（正樹）荻伏町
しゅんや

高橋

俊朱 ちゃん
（尋生）堺町東１丁目

谷垣

（裕一朗）大通１丁目
杏虹 ちゃん

木村

悠慎 ちゃん
（祐輝）東町ちのみ３丁目

橋本

莉桜 ちゃん
（真一）堺町西４丁目

あ

地場産品
直売フェア

こ

ゆうま

り

12 月 7 日（日）

日時

午前 10 時〜午後１時

お

① 10:30 〜 ② 12:00 〜

会 場 浦河第一中学校体育館

ももか

砂子澤百華 ちゃん
（直樹）東町ちのみ３丁目

（堺町東６丁目 485-6）

つくも

福藤

月雲 ちゃん
（ 豪 ）西舎
り

り

河浦ミカン
3 トン販売
※整理券は 10 時から
配布します

○豪華景品などが当たる抽選会もあります。お楽しみに！

か

山本莉々華 ちゃん
（康広）堺町東２丁目
参加者
募 集

ごめい福をお祈りします
田中

節子 さん（90 歳）大通４丁目

中江

キヱ さん（91 歳）大通２丁目

工藤はつゑ さん（91 歳）白泉
信一 さん（62 歳）上杵臼

坂本

一枝 さん（91 歳）姉茶

菊地

繁治 さん（71 歳）東栄

うらコン〜クリスマスパーティ〜

日時 平成 26 年 12 月 13 日 ( 土） 午後６時 30 分〜
場所 スナック二番館 オールスタンディング
参加者 男女各 30 名程度
会費 男性：1 人（3,500 円）2 人（ひとり 3,000 円）3 人以上（ひとり 2,500 円）

小野寺金助 さん（84 歳）向別

本巣

うらかわ出会い交流イベント

女性：1 人（2,500 円）2 人（ひとり 2,000 円）3 人以上（ひとり 1,500 円）

参加資格

20 歳〜 45 歳までの独身の方で、男性は町内在
住、女性は問いません。
申込期限 11 月 28 日（金）※申込用紙は、浦河町ホーム
ページからダウンロードできます。申込多数の
場合は抽選で決定します。
●参加申し込み・お問い合わせ先
浦河町役場企画課 電話 0146-26-9013

吉津惠美子 さん（73 歳）堺町西１丁目
小野寺三重 さん（76 歳）堺町西５丁目
荢毛ツキ子 さん（99 歳）東町ちのみ４丁目
向井喜代二 さん（82 歳）堺町東２丁目
向井

りよ さん（92 歳）東町うしお１丁目

清水

信行 さん（75 歳）東町ちのみ４丁目

平成 27 年

浦河町成人式のお知らせ

時：平成 27 年 1 月 11 日（日）
・受付開始 12:20 〜（13:00 記念撮影）
・式典開始 13:30 〜
会 場：総合文化会館 ４階 文化ホール
（受付 ３階ふれあいホール前）
新成人該当者：平成６年４月２日〜
平成７年４月１日生まれの方
日

行政相談所を開設します
期
日
時
間
11 月 18 日（火） 13：30 〜 16：30

会
役場１階

場
町民相談室

総務省から委嘱された行政相談委員が、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。

○式典参加の受付について
浦河町に住民登録されている対象者の方には、11 月中
旬頃に案内文書を郵送しますので、出席の有無を記載の
うえ、ご返送ください。町外の方で、浦河町の成人式に
参加を希望される方は、下記連絡先まで対象者の氏名、
住所、生年月日をご連絡ください。

（９月末現在）
人

口

13,257 人 （− 20）
6,470 人 （− 10）

女

6,787 人 （− 10）

世

男
帯

6,821 戸 （−

6）

74 人 （±

0）

外国人登録者
（

）内は前月比
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発生：１１件［９月：１件］
死者： ０人［９月：０人］
傷者：１５人［９月：１人］
（平成 26 年１月１日〜９月末）

第 691 号／平成 26 年 11 月１日発行／発行者

【連絡先】浦河町教育委員会 社会教育課（総合文化会館内）
電話：０１４６−２２−５０００ FAX：２２−０１００
成人式はどなたでもご覧になれます。
輝く新成人の晴れ姿を、ぜひ見に来てください。

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/】

