郷土資料館だより ふるさと講座・自然系

郷土資料館から

第2回目

｢コクガン・ユキホオジロを観察しよう！」を開催しました
野付湾は、コクガンの渡りの最大の中継点として知られて
います。これまでの調査により、夕方に湾内から春別の海岸
にねぐら入りのため多くのコクガンが移動することが分かっ
ています。今回の観察会は、この移動の様子を観察しました。
日暮れと当時に湾内からコクガンが一斉に飛び立ち、数千羽
の群れが移動する様子は、圧巻で豊かな自然を持つ野付半島
ならではの観察会となりました。

１月の休館日 １日から６日、11日、13日、16日、17日、25日、30日、31日
２月の休館日

問合せ／郷土資料館
TEL・FAX75-0802
Eメールkyoudo@betsukai.jp

６日から８日、11日、20日から23日

火災のない
明るい一年を
過ごしましょう
火災の多くは「ついうっかり」
や「ちょっとなら大丈夫」などの
気の緩みから発生します。
一年のスタートとともに防火に
対する意識を新たにし、火災のな
い明るい一年を過ごされますよう、
今後とも防火にご協力をお願いし
ます。
問合せ／予防課 TEL75-2200

消防署から
この時期に多い火災の注意点

家畜用ヒーター
・牛が接触しない位置に設置し、落下しないようしっかり固定する。
・安全装置付きのものを使用し、正常に作動するか確認する。
・投光器をヒーターとして使用しない。
ストーブ
・洗濯物などを上に干さない。
・ポータブルストーブのキャップの緩みによる燃料漏れに注意する。
・誤って指定以外の燃料を給油しないよう注意する。
水道管電気解氷機
◦ステンレス製の金具や継手は数秒で数百度まで温度が上がります。
壁内にどんな金具が付いているのか判断することは難しいので、解氷
作業はできるだけ専門業者に依頼してください。

緊急走行時のご協力について

救急車および消防車などの緊急走行時は、危険が伴いますの
で進路を譲っていただきますようご協力をお願いします。
（救急係

地域情報カレンダー
日

₇

曜日

（令和２年12月21日現在）

イ ベ ン ト 内 容

₁/

木 令和3年
（第73回）
別海町成人式

₁₃

水 優良運転者免許更新時講習

交流館ぷらと 13：30～

₁₀ 水 優良運転者免許更新時講習

交流館ぷらと 13：30～

₂/

別海町中央公民館

13：30～

※受講の際は、事前に中標津警察署で更新手続きをしてください。
※受講の際は、事前に中標津警察署で更新手続きをしてください。

TEL75-0366）

社会保険事務
相談所開設

１月１２日㈫ 13:00～17:00
１月１３日㈬ 9:00～14:00
２月２日㈫
２月３日㈬

13:00～17:00
9:00～14:00

中標津町役場 会議室
※事前の予約が必要です。

予約先／釧路年金事務所
ＴＥＬ０１５４―６１―６０００
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お知らせ伝言板
●別海町役場☎

─２１１１●西春別支所☎

─２１３１●尾岱沼支所☎（０１５３） ─２１６６●上風連連絡事務所☎ ─７３２６●上春別連絡事務所☎

─
６０１１

■問合せ
別海町商工会青年部事務局
℡０１５３│ │２８４４

https://www.jinken.go.jp/

●家庭内暴力など女性の人権に関する相談はこちら
女性の人権ホットライン 0570-070-810

75

■テーマ
「こうなってほしい未来の
別海町」

75

パソコン、
スマートフォン共通

別海町商工会青年部
ポスターコンクールの
作品展示

人権イメージキャラクター

77

別海町内の小学６年生を対
象に「こうなってほしい未来
の別海町」をテーマにポスタ
ーを制作していただき、コン
クールを実施しました。全て
の作品を左記のとおり展示し
ますのでぜひご覧ください。
小学６年生の皆さま、素敵
な作品を描いていただきあり
がとうございました。
■展示期間
１月 日㈪
午前９時から午後５時
１月 日㈫から１月 日㈯
午前９時から午後 時
１月 日㈰
午前９時から午後６時
■展示場所
中央公民館

人KENまもる君

₇₅

インターネット受付
「インターネット人権相談｣で検索

●いじめ・虐待など子どもの人権問題に関する
相談はこちら
子どもの人権110番
0120-007-110

人KENあゆみちゃん



法務局では、差別や虐待などのさまざまな人権問題について
人権相談
の相談を常時受け付けています。配偶者やパートナーからの
DVにお悩みの方は「みんなの人権110番」や「女性の人権ホットライン」に電話して
ください。また、児童生徒の皆さんは、フリーダイヤル「子ども
の人権SOS-eメール」を活用してください。そして、DVや虐待
を見聞きした方も、どうぞ私たちにご連絡ください。秘密は守り
ます。安心してください。一人で悩まずに、どうぞご連絡ください。
■電話受付時間 平日 午前８時30分から午後５時15分

手紙を守るため の
ルールがありま す

４月からの職業訓練受講生を
募集しています。
■学科・募集人数
建設荷役車両運転科
名
ビジネスワーク科
名
■対象
ハローワーク求職登録者
■見学会
２月 日㈮、 日㈮
■選考日
３月４日㈭
■訓練期間
４月２日㈮から９月 日㈬
■費用 教科書代
２０，
０００円程度
■受講申込受付期間
１月 日㈪から２月 日㈮
■申込先
ハローワーク釧路
℡０１５４│ │１２０１
■問合せ
ポリテクセンター釧路
℡０１５４│ │５９３８

ぎゃくたい

インターネットでも
人権相談を受け付けています

●さまざまな人権問題についての相談はなんでも
みんなの人権110番 0570-003-110

₂₅

₂₆

₁₅ ₂₀

₂₉

₂₆

手紙やはがきなどの信書
は、原則として、日本郵便株
式会社および信書便事業者だ
けが取り扱うことができると
定 め ら れ て い ま す。
（宅配便
やメール便では、原則として
信書の送付はできません。
）
詳しくは、左記ウェブサイ
トをご覧ください。
•総務
 省情報流通行政局郵政
行政部
h ttps://www.soumu.
go.jp/yusei/index.html
•信書
 便制度周知リーフレッ
ト
h t t p s : / / w w w . s o u m u .
go.jp/main_content/
000676405.pdf
■問合せ
総務
 省情報流通行政局郵政
行政部郵便課
℡ │５２５３│５９７５
Ｅメール
s h i n s y o _ s o u d a n @
soumu.go.jp

職業訓練受講生 募 集
北海道職業能力開発促進セ
ンター釧路訓練センター（ポ
リテクセンター釧路）では、
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₁₀

町ホームページ検索キーワード

₁₉

₄₁

₅₇

₃₁

75

町ホームページでお知らせ
していますが、閲覧できない
場合は、電話で対応すること
ができますので、お手数です
が下記までお問い合わせ願い
ます。
問合せ／
別海駐屯地業務隊総務科
TEL 0153-77-2231
（内線311）
別海町役場総務部総合政策
課まちづくり推進担当
TEL 0153-75-2111
（内線2211・2212・2216）

₁₂

₂₅

矢臼別演習場での
訓練日程等について

₃₀

検索
令和２年度演習

₀₃

86

