お知 ら せ コ ー ナ ー
里親になりませんか！

取引や証明に使用される電気
メ ー タ ー は 検 定 が 必 要 で あ り、
その有効期限が定められていま
す。有効期限は、電気メーター
に貼られたシールで確認してく
ださい。
シールがないものや有効期限
が切れた電気メーターは、使用
できません。詳しくはお問い合
わせください。
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●お問い合わせ先
北海道労働局労働基準部賃金室
☎０１１・７０９・２３１１

職業能力開発促進月間

能と社会的地位の向上を図るた
め、例年開催している「技能者
の集い」を今年も次のとおり開
催し、技能尊重運動を推進する

こととしています。
日高管内「技能者の集い」
・日時
月 日
時から
・場所 新ひだか町「天政」
●お問い合わせ先
日高地方技能訓練協会
☎０１４６・２２・２３９４

電気メーターに有効期限が
あることをご存じですか
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静内駐屯地からの
お知らせ
様々な事情により、家庭で生
活できない子どもたちを、自分
の家庭に迎え入れ養育するのが

「技能者の集い」
里親制度です。
養育に適した環境での生活
昭和 年、アジアで初めて技
で、子どもへの理解と愛情、養
能五輪国際大会が日本で開催さ
育に対する熱意ある方々を求め
れ、開会式が行われた 月 日
ています。
を記念し、
この日を「技能の日」
、
里親になりたい方、里親制度
月を「職業能力開発促進月間」
や要件等について詳しく知りた
と定められました。
い方は、お問い合わせください。
日高管内では、この月間中に、
●お問い合わせ先
技能に対する住民の正しい認識
室蘭児童相談所
を高めるとともに、技能者の技
☎０１４３・４４・４１５２

北海道の最低賃金は
７８６円です
北海道内で事業を営む使用者
及び臨時・パートタイマー・ア
ルバイトなどを含む、すべての
労働者に適用される北海道最低
賃金が 月１日より時給７８６
円に改定されました。
なお、特定の産業に該当する
事業所で働く労働者は、
特定 産
(
業別 最
) 低賃金が適用されます。

雇用保険の総称で労働者の生活
の安定、福祉の増進などを図る
ことを目的に国が直接管理運営
している保険です。労働者を一
人でも雇用する事業について
は、法人・個人を問わず加入が
義務づけられています。
●お問い合わせ先
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●お問い合わせ先
北海道経済産業局資源
エネルギー環境部電力事業課
☎０１１・７０９・１７５５

小学３年から高校生のため
の冬休み海外研修交流事業

公益財団法人・国際青少年研
修協会では、５コースの参加者

を募集しています。海外生活を
通して交流を体験し、国際感覚

を養うことを目的に実施しま
す。おひとりでご参加になる方
や、はじめて海外へ行かれる方
が７割以上ご参加されます。

月末

万８千～ 万５千円

事前研究会では仲間作りから
サポートいたしますので、安心
してご参加いただけます。
・参加費

月１日から

赤い羽根共同募金
今年も、

日まで、赤い羽根共同募金運動
を実施しています。
共同募金は、地域の高齢者や障
がい者、子どもたちの福祉活動
などに役立てられます。公共施
設などに募金箱を設置しており
ますのでご協力をお願いします。

オ ー プ ン

オ ー プ ン

治療
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次のとおり自衛官候補生、高
等工科学校生徒を募集します。
○自衛官候補生の募集
第５回募集分
・資格
歳～ 歳未満の男子
・受付
月 日まで
・採用試験日
月 日・ 日の内一日
○高等工科学校生徒の募集
推薦試験
・資格
歳～ 歳未満
月２日まで
・受付
・試験日
平成 年１月７日～９日の内一日

一般試験
・資格
歳～ 歳未満
・受付 平成 年１月６日まで
・試験日
１次試験日
平成 年１月 日
２次試験日
平成 年２月２日～５日の内一日

自衛隊札幌地方協力本部静内分駐所

●お問い合わせ先
陸上自衛隊静内駐屯地内
☎０１４６・４４・２８５５

・定 員 各グループ 名
・対 象 小３～高３の方まで
・研修国 カナダ・サイパン
フィリピン・カンボジア他
・内 容 ホームステイ・英語
研修・文化交流・地域見
学野外活動など
月 日～１月４日内
・日 程
北海道労働局総務部労働保険徴収課

☎０１１・７０９・２３１１

日高弁護士相談センター
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営業時間 ９時 ～18 時
新冠町字北星町 22-1
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《予約制》 0146-47-3725
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同事業は、厚生労働省から補
助を受け実施しており、先の大
戦で父等を亡くした戦没者の遺
児を対象として、父などの戦没
した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を
行うとともに、同地域の住民と
友好親善をはかることを目的と
し て い ま す。 費 用 は、 参 加 費
万円です。詳細はお問い合わ
せください。
●お問い合わせ先
日本遺族会事務局
☎０３・３２６１・５５２１

૧ۍলུ ĲĲıĮĳĹ
ŕņō Ȇ ŇłřġİġĵĸĮĳĹĹĶ

株式会社 伊藤商会

※essence さんの中
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センター開設日

新和 SS (47)-5011 新冠 SS (47)-3830
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ココロも満タンに
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公益財団法人 国際青少年研修協会
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・締 切
月２日
コースにより対象学年や体験
内容が異なります。また、申し
込みは先着順で、早期割引もあ
ります。詳しくは担当まで。
●お問い合わせ先

リバティーはしもと
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TEL. (47)-2820
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労働保険
適用促進強化期間

O A・文具
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月
日（月）
・ 日（水）
日（月）
・ 日（水）
日（月）
日（水）
・ 日（月）
月
日（水）
・ 日（月）
●ご予約・お問い合わせ先
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あなたの町のカー & ライフサポーター！！
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戦没者遺児の皆さんへ
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広報にいかっぷ 2016.10 P13
P14 広報にいかっぷ 2016.10

事業主の皆さん、労働保険の
加入はお済みですか？労働保険
に加入し、従業員の方々が安心
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日 本 遺 族 会 は、
「戦没者遺児
による慰霊友好親善事業」の参
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して働ける職場にしましょう。
ひだか弁護士相談センター
労 働 保 険 と は、 労 災 保 険 と、 ☎０１４６・４２・８３７３
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ヤマハ音楽教室
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次の日程により、贈呈式を挙行い
たしますので、多くの町民の皆さ
んのご参列をお待ちしております。
日時：11 月３日（木）10：00 開式
場所：レ・コード館町民ホール
●問合せ先：
総務課総務Ｇ総務係☎ 0146・47・2497
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新冠町功労賞・善行賞贈呈式

加者を募集しています。

平成 28 年度

