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お知らせ

　地域産エネルギーの利用を進めるため、町が進め
ている地域産チップの生産から木質バイオマスボイ
ラーの導入について、勉強会を開催します。
日時  2月21日（火）１4時～１6時　 場所  白樺コミュ
ニティセンター 大研修室　 定員  30 名（先着順）
申込  件名に「勉強会参加申込み」と記載し、メール
本文に氏名、連絡先を記載のうえ、Email または
電話で申込みください。 
問 北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質
研究所　白

し ら と
土　Email：shirato-hiroyasu@hro.

or.jp（☎ 011 － 747 － 2479）
ゼロカーボン推進室ゼロカーボン推進係
Email：energy@town.tobestu.hokkaido.jp

（☎ 27 － 5089）

木質バイオマス導入に関する勉強会

「北方領土の日」特別啓発期間

　２月７日の「北方領土の日」を中心に、北海道で
は 2 月 20 日までを北方領土の日特別啓発期間と
し、関係機関と連携しながら北方領土問題解決のた
めに取り組んでいます。期間中は役場総務課で署名
コーナーを設置し、啓発資料等も配布しています。
　　総務課総務係（☎ 23 － 2330）問

　JA コネクトは、JA から営農者へ向けた新しい
情報配信サービスです。市況や販売・営農技術情報、
会議・各事業サービス案内等の情報をスマートフォ
ンやタブレットで閲覧することができます。また、
当別町や当別町農業再生協議会等がとりまとめを行
う補助事業の要望調査等の周知にも活用されます。
　この機会に、営農情報などの収集にご活用くださ
い。活用をご希望の場合は、問合せください。
問  JA 北いしかり企画管理部総務企画課（☎ 0133
－ 23 － 2530）

JA コネクト（専用アプリ）について

つるし飾り模様の巾着をつくろう

　染色作家の小島柚穂さんを講師に、はいはい人形
やさるぼぼなど桃の節句のつるし飾りをモチーフにデ
ザインした型紙を使って、ミニ巾着を作るワークショッ
プを開催します。参加には、事前申込みが必要です。
日時  ２月 19 日（日）① 10 時～ 11 時 30 分　
② 13 時～ 14 時 30 分　③ 15 時～ 16 時 30 分
場所  旧・カネヨよねぐち呉服店　 対象  全年齢（小学
生以下は保護者同伴） 料金  1000 円　 申込  ２月15
日（水）まで　 問  寺西☎ 090 － 6268 － 9296
https://machi-art.jimdosite.com
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　姉妹都市である宮城県大崎市の物産を販売しま
す。凍み豆腐、仙台麩、ずんだもち、かりんとう、
しそ巻き、納豆に加え、味噌に甘酒の素・生麹も入
荷予定です　 期間  ２月９日（木）～ 19 日（日）９
時～ 17 時　　   ふれあい倉庫（☎ 27 － 6600）

大崎フェアを開催します

　町内飲食店の惣菜を、テイクアウト販売します。
期間  ２月 18 日（土）、２月 19 日（日）　10 時～
14 時　 会場  多目的ホール　 問  当別町商工会（☎
23 － 2447）

そうざい BANZAI フェス vol.2

参加事業所一覧

問

２月 18 日（土） ２月 19 日（日）
お食事処田んだん お食事処田んだん
喫茶ここ 喫茶ここ
レストラン DAN-LAN レストラン DAN-LAN
restaurant ＆ café Ari restaurant ＆ café Ari
パン屋きみかげ 季節のお菓子　霜月堂
café＆kitchen offshore 食べる、語らう。こいねこ日和

トイレ使用時のお願い

　最近、汲み取りをする際に便槽および浄化槽にト
イレットペーパー以外の異物（おむつ・生理用品・
布等）が混入していることがあります。そのまま収
集すると、収集車の故障や処理場施設の運転停止に
なることがあり、し尿等の収集ができなくなります。
　便槽や浄化槽にはトイレットペーパー以外のもの
は流さないようご協力お願いします。
　　環境生活課環境対策係（☎ 23 － 2503）問

キャッシュレスポイント還元事業 第２弾

　町内の消費喚起と町内外からの新たな消費の呼び
込みやデジタル化推進のため、キャッシュレス決済
でお支払いをした消費者に対し、ポイントを還元し
ます。ポイント付与の対象となる決済方法は、各社
決済アプリでご確認ください。
内容  告知のチラシを掲示している対象店舗にて、
キャッシュレス決済で支払った金額の 30％分のポ
イントを還元。　※ポイント還元の上限額は 3,000
円です。 期間  ① d 払い 2 月中　② auPAY ２月
10 日（金）～２月 28 日（火） 問  当別町商工会

（☎ 23 － 2447）、産業振興課商工観光係（☎ 23
－ 3129）
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当別消防署からお知らせ当別消防署からお知らせ ■問合せ■問合せ
　☎２３　☎２３－－２５３７２５３７

　降雪や気温の上昇により、屋根からせり出した
雪
せ っ ぴ

庇の落下や落雪のおそれがあります。次のことに
気をつけましょう。
◎晴れの日ほど要注意！歩行者は落雪が予想される

場所や軒下の通行を避けましょう。
◎屋根の雪下しの際には家族、となり近所にも声を

かけて２人以上で行い、はしごは必ず固定して
ヘルメットや命綱を使用して行いましょう。万
が一に備えて携帯電話の持参も忘れずに！

◎建物の周りに雪を残して雪下ろしをすることで、
万が一落下した場合に被害を軽減することがで
きる場合があります。

◎除雪は作業開始直後と疲れた際は特に慎重に行い
ましょう。体調不良や発作を起こすことがある
ので疲労時は作業をしないようにしましょう。

◎除雪機の雪詰まりの取り除きはエンジンを切って
から行い、日ごろからこまめに手入れ・点検を
しましょう。

◎軒下に灯油タンクやガスボンベがある場合、落雪

が原因で配管に亀裂や緩みが生じ燃料が漏れる
危険がありますので、雪下ろしは安全なところ
で行うようにしましょう。

　年末の繁忙期を迎え、各家庭、事業所等において
火気の使用頻度が高まることから、12 月 21 日か
ら 12 月 30 日までの 10 日間、「年末火災予防運動」
を実施しました。期間中、町内大型店舗の防火査
察、消防車による町内巡回パトロールを実施し、町
民の方々に防火意識を高めていただきました。また、

年末火災予防運動を実施しました■■

■全国統一防火標語

JR 当別駅で利用者
等に住宅用火災警報
器設置状況アンケー
トを実施しながら火
災予防について呼び
かけました。

気を付けて！屋根の落雪・雪下ろし■■

お出かけは マスク戸締り 火の用心
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