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▼仕事内容　水稲・花
か き

卉・野菜等
の農作業管理・収穫作業ほか、農
作業全般
▼勤務先　JA北いしかり管内（当
別・西当別など）
※ご希望の勤務地を選べます
▼資格　年齢性別不問・車通勤が
可能な方
▼時給　880 円～（交通費要相
談、労災保険加入あり）
▼雇用期間　4月上旬～10月下
旬（作物の生育状況により変動）
▼勤務時間　時間帯は相談に応じ
ます
▼応募方法　JA北いしかりまた
は役場農務課の窓口に設置してい
る応募用紙を提出してください。
▼応募先・問合せ　無料職業紹介
所 当別事業所（JA北いしかり内・
☎23－ 2552）

　当別町・JA北いしかりなど農
業関係団体は、「当別町農業 10
年ビジョン」に掲げる効率的かつ
安定的な生産体制の構築を目指
し、農家の労働力不足を解消する
ため「無料職業紹介所」を開設し
ています。繁忙期に労働力を募集
する農家と農作業のパートを希望
する方の橋渡しを行いますので、
興味がある方、空いた時間でお仕
事をしたい方はご応募ください。

農業パートナーを募集して
います

農 業農 業

　手づくり、採れたての野菜の味
は格別です。東裏体験農村公園で
野菜を栽培しませんか？

▼貸出区画・料金　1区画 60㎡
　（約 18坪）6,000 円
▼貸出期間
　5月上旬～10月 31日（日）
▼申込期限　4月 16日（金）
▼場所　旧東裏小学校隣
▼その他　畑は起こした状態で貸
し出します。作付けに必要な苗や
用具などは持参ください。農村公
園には、駐車場、簡易トイレ、用

貸 農 園貸 農 園
東裏体験農村公園の
利用者を募集しています

水路、水道が設置されています。
▼申込み・問合せ 農務課耕地
係（ ☎ 23 － 3096/FAX22 －
2680/E-mail：norin2@town.
tobetsu.hokkaido.jp)
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☆当別町ふるさと納税へ
■2月 1日～ 2月 28日納入分
　計3,165人から3,882万円 
　ご寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等
　は町ホームページに掲載して
　います。

☆当別町社会福祉協議会へ
▼伊藤 榮一さんより 　 10 万円
▼村井 政広さんより 　　5万円
▼匿名の方より　　  3,655円
▼匿名の方より　タオル96枚
▼滝本 靖子さんより 雑巾 50枚

寄付・寄贈

　雪解けとともに、やちぶき、
根わさび、コジャックなど春の
山菜が並びます。ぜひお越しく
ださい！

■問合せ　（☎27－6600）

※4月1日（木）から
　夏季営業時間に変わります
　 営業時間：9時～18時

補 助補 助
トイレの水洗化（合併処理浄
化槽設置）費用を補助します

　下水道が整備されていない地域
を対象に、合併処理浄化槽の設置
に係る費用の一部を補助します。
▼対象　トイレが汲み取り式また
は単独浄化槽の世帯
※すでに設置工事に取りかかって
　いる場合は対象になりません。
▼補助額　取り付ける浄化槽によ
り補助の上限額が異なります。
▼問合せ　環境生活課環境対策係
 （☎ 23－ 2503）

献 血献 血
移動献血車が来町します
献血にご協力ください

▼日程 4月 9日（金） ① 9時
30 分～ 10 時 30 分、当別消防
署（錦町） ② 12 時 30 分～ 14
時 30分、役場 ③ 15時 15分～
16時 30分、下段モータース（樺
戸町）　4 月 21 日（水）① 15
時～15時30分、宮永建設（栄町）
② 16 時～ 16 時 30 分、辻野建
設工業（末広）
▼問合せ　保健福祉課福祉係
　（ゆとろ内・☎23－ 3019）
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　雪解けとともに、空気が乾燥し
風が強い日が続くことから、防火
意識の一層の普及を図ることで火
災の発生を防止し、生命・身体・
財産を守るため、毎年この時期に
実施しています。
　町では、たばこのポイ捨て、ゴ
ミ焼き、火入れの火の拡大などが
原因で、この時期に火災が発生し
ています。野焼きは法律により原
則禁止されています。
　また、期間中は、消防職（団）
員により、火災予防を推進するた
め、防火に関する広報活動などを
実施します。

▼運動期間中の主な行事・活動
・防火訪問　
　一人暮らし高齢者（75歳以上）
世帯へ女性消防団員と消防職（団）
員が訪問し、防火マスコットを配
布しながら住宅用火災警報器の設
置と維持管理を呼びかけます。
・指定防火対象物査察
　事業所等の立入検査を実施し、
防火安全対策の徹底を図ります。
・広報活動
　店舗や学校内の放送設備を使用
し、火災予防を呼びかけます。

　今年度の講習会の開催日程と受
付が決定しました。詳細は、（一財）
日本防火・防災協会
ホームページをご確
認ください。

※その他詳細は、当別
　消防署ホームページ
　に掲載しています。

当別消防署からのお知らせ当別消防署からのお知らせ ■問合せ■問合せ　
　☎２３　☎２３－－２５３７２５３７

■■ 春の火災予防運動！
4/20（火）～4/30（金）

■■
令和3年度　
防火・防災管理者講習

 119番！ 
　そうなるまえに 火の確認

▼当別町 150 年記念
　防火・防災標語

▼全国統一防火標語

その火事を　
　防ぐあなたに 金メダル　
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　お買い上げチャンス「イース
ターエッグチャレンジ」を開催 !! 
2,000 円以上のお買い上げで、
オリジナル商品などが当たるハズ
レなしの抽選に参加できます（プ
レゼントがなくなり次第終了 )。

道の駅とうべつ
公式 LINE →

道の駅とうべつのイースター
　おでかけしたくなる陽気の 4
月。道の駅とうべつでもイベント
盛りだくさんで皆様のお越しをお
待ちしております！

■■

■問合せ  27-5260
■場所　当別太774番地11
＜営業時間＞
本館　　　　9時 30 分～ 18 時
レストラン　11 時～ 18 時
　　　　　（ラストオーダー 17 時）
農産物直売所  4 月下旬オープン予定
※その他営業時間はホームページを
　ご覧ください。

道の駅とうべつ
公式ホームページ→

　スウェーデンの文化「F
フィーカ

ika」
を道の駅で体験‼ スウェーデン
をイメージしたスイーツや軽食が
道の駅内各店から登場します。
　おすすめは、とうべつの豆乳と
麹甘酒のバナナジュース。道の駅
オリジナルの麹甘酒を 1本分使
用し、当別の素材がつまったバ
ナナジュースが完成しました！
Fika でゆったりとした時間をお
過ごしください。

Fika Fest  ～ 4/20（火）

T
ト ー ベ ス ト

OBEST EVENT

オリジナル商品など、何が
当たるかはお楽しみに！
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