
 

    

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

今まで 
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【狩猟試験予備講習】 

■日  時  平成２９年７月３０日(日) ９：００～１６：３０ 

■会  場  岩見沢市民会館まなみ～る 多目的室（岩見沢市 9 条西 4 丁目１－１） 

■受 講 料  ・第１種銃猟、第２種銃猟 ７，５００円(テキスト代込み) 

      ・網猟 ５，０００円 ・わな猟 ５，０００円 

      ・第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網猟、わな猟を受講 １０，０００円 

■受付期間  平成２９年６月２１日（水）～平成２９年７月２１日（金） 

 

【狩猟試験】 

■日  時  平成２９年８月６日(日) ９：００～ 

■会  場  空知総合振興局（岩見沢市８条西５丁目） 

 

◎沼田町有害鳥獣対策委員会では、試験受験に係る経費の助成をしております。 

狩猟試験を受験希望の方は、下記までお問合せください。 

 

■お問合せ 農業商工課 農業振興グループ ☎３５－２１１４ 

 

第４４回 町民体育祭のご案内 

応急手当普及講習を受講しましょう 
～家族や友人、同僚の命を救えるのはあなたかもしれません！～ 

平成２９年度狩猟免許試験の実施について 

 突然のケガや病気で心臓や呼吸が止まってしまった場合、その場に居合わせた人による、応

急手当が大切な命を救い、また社会復帰へ導く大きな一歩となります。 

 深川地区消防組合 沼田支署では、いざという時に適切な対応ができるよう応急手当の講習会

を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。 

  

■受 講 料  無料 

■日 時 受講者のご希望に合わせます。 

■お問合せ 深川地区消防組合 沼田支署 救急救助係 ☎３５－２０５０ 

  

 

■募 集 人 員 若干名 

■勤 務 内 容 農産加工場における以下の業務等（加工員） 

トマトジュース・野菜ジュース・トマトケチャップ・惣菜等の製造、飲料缶・   

瓶の箱詰め作業 

■応 募 資 格 概ね６５歳までの方（経験は問いません） 

■応 募 方 法 履歴書（市販のもの、写真添付）を下記まで提出してください。（郵送可） 

■選 考 方 法 書類選考後、面接日時等ご連絡致します。 

■雇用・待遇 

【雇用期間】 平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日 

       （１ヵ月の試用期間あり、雇用期間更新あり） 

【勤務時間】 変形労働時間（１年単位）による勤務 

①８：００～１８：００（トマト繁忙期 8 月～10 月） 

②８：３０～１７：３０（通常時期４月～7 月） 

【賃 金】 日額職員 ６，２５０円/日（勤務日数などは要相談） 

■応 募 締 切 ６月２０日（火）まで 

■応募・お問合せ   

沼田町農産加工場（担当：門間・塩田） ☎３５－１２０６ 

       〒０７８－２２０４ 沼田町西町６番２８号  

沼田町農産加工場 臨時職員を募集します 

平成２９年７月２日（日） 

沼田小学校グラウンドで開催します。 

全町民が一体となって楽しめる町民体育祭は、健康づくりや町民の交流によって、地域を

元気にするイベントです。 

今年も「防災」に役立つ競技を織り交ぜ、昨年に引き続き６５歳以上の方の体力測定も時

間を拡大して行うなど、種目や得点に工夫を凝らしています。 

どの組も優勝を狙えて子どもから高齢者の方まで参加し易く、応援する方も思わず力が入

ってしまうような競技内容となっておりますので、皆さまお誘いあわせの上、是非ご来場く

ださい。 

なお、今年も開会式に参加された皆様には５０ポイントのスノッピカードをお渡ししま

す！！ 

参加されたことのない方も、毎年参加されている方も是非お集まりください。 

今年も町民体育祭で、大いに盛り上がりましょう！ 

 

■日 程   ９：３０  入場行進及び開会式 

      １０：００～ 競技開始 

■お問合せ 教育委員会 ☎３５－２１３２ 



                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

今まで 

平成２９年第２回定例会が６月１５日（木）から開催されますので、是非この機会に傍聴に
お越し下さい。なお、本定例会の一般質問は１５日１３：００からを予定しております。 
  
■お問合せ 議会事務局 ☎３５－２１１７ 

沼田町議会からのお知らせ 

雨竜川河川整備計画【変更】原案を縦覧しています 

北海道開発局では雨竜川の具体的な河川整備、維持について定める河川整備計画の変更にあ

たり、石狩川水系雨竜川河川整備計画【変更】原案を健康福祉総合センター「ふれあい」すこ

やかホールにて縦覧し、関係住民の方々からの意見を募集しております。 

また、原案の説明会を６月１６日（金）１８：００から深川市多度志コミュ二ティーセンタ

ーにて行いますので合わせてお知らせいたします。 

 

■縦覧、意見募集期間・場所   平成２９年６月２６日（月）まで 

         健康福祉総合センター「ふれあい」１階ラウンジ 

 

■お問合せ 建設課 技術グループ ☎３５－２１１６ 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

◆６月１１日（日） 

歯   科   系…塚本歯科医院（滝川市）       ☎０１２５－２３－２５０８ 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

◆６月１８日（日） 

歯   科   系…神山歯科医院（赤平市）      ☎０１２５－３２－２５７５ 

内科・外科系…深川市立病院           ☎２２－１１０１ 

◆6 月２５日（日） 

歯   科   系…みやこし歯科診療所（滝川市）   ☎０１２５－７５－５３３０ 

内科・外科系…深川市立病院             ☎２２－１１０１ 

 

６月８日から６月２４日までの行事予定 

行事名            時 間    場 所 

６月 ８日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

９日（金） 高齢者元気 100 倍！教室    １０：００～ ふれあい 

雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

１０日（土） 町民パークゴルフ場祭り     ９：００～ 町民パークゴルフ場 

１１日（日） こどもフェスタ        １０：００～ 旧沼田幼稚園 

  １２日（月） いきいき大学開講式      １０：４５～ ゆめっくる 

  １４日（水） ジョギング教室        １８：３０～ ゆめっくる 

  １５日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

  １６日（金） 雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

  １８日（日） 英語で話そう         １０：００～ ゆめっくる 

  １９日（月） 沼田化石研究報告会      １９：００～ ゆめっくる 

  ２０日（火） 高齢者サロン         １０：００～ 旭町コミセン 

         定例行政相談         １３：００～ 町民会館 

  ２２日（木） スポーツクラブ定期利用    １９：００～ 町民体育館 

  ２３日（金） 絵本作家読み聞かせ教室    １０：３０～ ゆめっくる 

         雪合戦教室          １９：００～ 町民体育館 

  ２４日（土） こども園運動会         ９：１５～ 認定こども園 

町では、「大雨・大雪警報」の発令など、非常災害やその他緊急事態の情報の伝達手段とし

て、携帯電話等で電子メールにより情報を受信できる情報配信サービス「メールぬまた」を実

施しています。現在４２９名(平成 2９年６月８日時点)の方にご利用していただいています。   

随時登録を受け付けておりますので、町民皆様方のご登録をよろしくお願いいたします。 

 

登録方法                                                      

１．numata_info-1@req.jp へ空メールを送信してください。  

 (ＱＲコード対応機種をお持ちの方は、右のコードを読み取ると便利です。) 

※件名、本文については空白のままで結構です。 

２．送信後、〔メールぬまた登録手続きご案内〕というメールが送られてきます。 

３．メールを開くと登録画面が表示されるＵＲＬが記載されていますので、クリックして登録画面

に接続してください。 

４．登録画面にて必要事項を入力し、送信をすると登録確認画面に切り替わります。 

入力した情報に誤りがなければ再度送信してください。送信完了後、メールぬまたから〔ご登

録ありがとうございます〕というメールが届けば登録完了です。 

※すでに利用されている方でメールアドレスが変わった場合や迷惑メール防止設定をしていると

受信できない場合がありますので、設定を確認の上、下記までご連絡下さい。 

 
■お問合せ 総務財政課 広報情報グループ  ☎３５－２１１１ 

 

 

「メールぬまた」登録受付中です！ 


