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壮瞥中学校スキー大会
2月15日㈮、オロフレスキー場にて、中学

生のスキー大会が開催されました。大会はD

コースで大回転、Cコースで回転競技が行わ

れ、生徒の皆さんはスキー学習の成果を存

分に発揮しました。（→大会の結果は、ほっ

とニュースで紹介しています。）

なお、同スキー場では、3月3日㈰に第3回

スノーフェスティバルが開催されます。皆

様のご参加・ご来場お待ちしております！
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久保内小学校卒業式・休校式
3月20日㈬、久保内小学校にて第117回卒

業証書授与式が行われ、友達と過ごした6年

間の思い出を胸に2人の卒業生が学び舎を巣

立っていきました。新たな一歩を踏み出した

皆さんの今後のご活躍を期待しております。

また、平成30年度をもって久保内小学校が

休校となることから、卒業式に引き続き地域

の方や卒業生らとともに休校式を執り行い、

これまでの学校の歩みを振り返りました。

２ 予算編成方針・教育行政執行方針

６ まちの予算

８ 医療・介護に関する講演会を開催しました

10 選挙管理委員会からのお知らせ

11 地域おこし協力隊ＮＯＷ！

オーロラだより

12 第31回昭和新山国際雪合戦レポート

14 まちのほっとニュース

16 ジオパーク通信

17 久保内小学校休校式スナップ

18 お知らせＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

24 生涯学習情報・山美湖

26 やまびこ図書室

28 駐在所だより

29 こちら消防です

30 すまいる
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はじめに

私が、壮瞥町長として町政執行の重責を担わせていただき、早くも2期目4年間の任期

を終えようとしております。この間、温かいご支援をいただきました町民の皆様をはじ

め、議員各位に心より感謝を申し上げます。

平成31年度予算編成に当たっては改選期であることを考慮しますと、一般的には骨格

の予算編成を進めることが基本であると認識しておりますが、経常的な経費の増大等に

より財政的な余裕がなく、新規事業を編成する余地がないことや、新年度においても前

年度同様に財政調整基金を取り崩さなければならないことを踏まえ、一般会計、特別会

計とも通常の予算編成として計上させていただいておりますことを、ご了承いただきた

いと思っております。

人口減少問題

政府においては自由民主党安倍内閣が誕生し、以来第4次安倍内閣へと長期の政権運営

が続いており、アベノミクス経済政策のもとにさまざまな政策が打ち出されてきたこと

はすでにご承知のことと思います。

日本創成会議が発表した「消滅可能性自治体」が契機となり、日本の人口減少問題が

大きく取り上げられ「地方創生」が大きな政策として掲げられました。

本町においても計画を策定し活用してきましたが、人口減少の大きな改善に結びつい

ていないのが現状であります。少しでも改善へつながるよう民間活力の参入を期待し、

諸問題解決に向け町として支援できる部分を積極的に協力してきた結果、民間事業者の

進出が決定し、待望の工事が平成31年度中に始まるとのことであります。今後、従業員

等の一定程度の人口増加と税収の増加に期待をしているところであります。

本町の財政運営と今後の取り組み

一方で、本町の財政運営は大変厳しい状況となっております。地方交付税も平成27年

度の19億1千万円余りから年々減少し、平成30年度は17億円程度の予定となっており、

※第１回定例会で示した予算編成方針と教育行政執行方針を要約して掲載しております。

※全文は総務課にあります。また、町ホームページでも見ることができます。

平成31年度
予算編成方針･教育行政執行方針

予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針予算編成方針
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人口減少予想から今後も交付税が増加することは難しく、将来に向け壮瞥町を存続する

ため、昨年策定した第5次行政改革に基づきながら健全な財政運営を進めることが必要不

可欠であり、新年度5月検針分から上下水道料金の改訂を行うこととしました。

また、利用率の低い町有施設についても指定管理から除外することや、これまで業務

委託していた庁舎清掃のうち事務室等の部分について、職員の理解をいただき各自での

対応とすること、町道等の草刈や除雪水準の見直しなどを含め施設等の維持管理経費の

低減に向け積極的に削減に取り組んで参ります。

財政調整基金の取り崩し

平成31年度の地方財政計画による地方交付税の伸びは1.1％となっていますが、普通地

方交付税は前年度より1千万円増の14億4千万円を計上し、当初予算での収支不均衡額が

2億1,300万円となることから、減債基金と農林漁業振興基金からそれぞれ1千万円の取り

崩しと、財政調整基金から1億9,300万円を取り崩して補填し、限られた自主財源を有効

活用することを念頭に、有利な補助金・交付金制度の活用や過疎債ソフト事業の活用を

含めて予算編成をさせていただきました。

このため、平成31年度末の基金残高は約15億3,200万円になると予想しております。

近年継続して財政調整基金を取り崩しての予算編成となっていることは、大変厳しいこ

とであり、第5次行政改革実施計画を着実に実施しなければならないものと決意したとこ

ろであります。

主な大型事業

平成31年度の主な大型事業は、電波法の改正による無線放送施設のデジタル化更新を

進める防災行政無線デジタル化事業で3億840万円の計上、廃止鉱山鉱害防止事業で3億

3,709万円の計上、民間大規模建築物耐震改修事業で9,372万円の計上、道路新設改良経

費のうち橋梁補修事業で６千万円の計上、町道道路改良舗装事業で6,802万円の計上、公

営住宅等整備事業のうち継続事業の仲洞爺団地整備事業で１億2,017万円の計上、また建

部Ｂ団地屋根葺替・外壁塗装及び浴室等改善事業で1,951万円の計上などであります。

結びに

人口の減少は今後も一定程度続くものと思っております。民間事業者や経済界とも連

携し、将来に向けて壮瞥町を継続するため、また、町民の皆さまが安心して豊かさを感

じながら暮らせるまちづくりに、全力で取り組んでまいる決意であります。

議会議員の皆さま並びに町民の皆さまに、今後とも一層のご理解とご協力を心からお

願い申し上げ、説明とさせていただきます。
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Ⅰ　はじめに

変化する社会情勢の中、子どもたちが社会を切り拓き、生き抜く力を地域で育むことが重要で

す。子どもたちは地域の宝です。「教育こそ未来の創造」です。教育委員会では、地域総がかり

で子どもたちを育てる良き風土を全町に広げ、小中一貫教育の導入等、望ましい環境づくりを推

進します。「人づくり」が地域社会・国をつくる基本認識のもと、全教育関係者が役割と責任を

自覚し、教育行政を推進します。

Ⅱ　学校教育について

１　「学力・体力の向上」−主体的・対話的で深い学びの実現−

平成29年3月、小・中学校の学習指導要領が全て改正されました。この要領には、子どもたち

が「豊かな人生を切り拓き、持続的な社会の創り手となることができるようにする」ため、「よ

りよい教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会が共有し、連携・協働しなが

ら、子どもたちの資質・能力を育む「社会に開かれた教育課程」の推進が位置づけられています。

この理念のもと、「主体的・対話的で深い学びの実現」に向け、全国学力・学習状況調査や運動

能力調査の結果に基づき、課題の明確化と改善に向けた取り組みを推進します。いじめ根絶・不

登校ゼロ実現のため、相談・校内体制の強化や、専門家や専門機関との連携により、きめ細かな

配慮と組織的な対応を行います。また、特別支援教育支援員を配置する他、経済的に困難な家庭

への就学援助を継続します。

２　「望ましい生活習慣の確立と防災教育」−家庭学習の充実と防災教育の推進−

望ましい生活・学習習慣を身に付け、計画的に行動する習慣の確立は、子どもの自立に欠かせ

ません。本町では、「家庭学習のてびき」の配布や「時間の目安を決めて生活リズムを整える」

などにより、規則正しい生活習慣定着への取組を推進していますが、保護者理解を促す取り組み

を学校と社会教育が連携して進めます。また、電子メディアとの関わりが子どもに与える影響は

大きく、「利用に関するルールづくり」に向け、関係機関と連携します。近年、自然災害が頻発

し、災害時に的確に行動する力の育成が重要なことから、北海道、町長部局と連携し「1日防災

学校」や「防災キャンプ」を実施する他、地域安全協会などの協力により、事件・事故の未然防

止に向けた取り組みを行います。

３　教育環境の整備と学校給食

壮瞥中学校は、整備後40年余を経過しており、望ましい教育環境整備について、町長部局とと

もに検討します。また、休校となった久保内小学校は、必要な維持管理を行います。「学校給食」

は、平成30年1月より「だて歴史の杜食育センター」の運用が始まり、新年度も連絡、調整を図

る他、引き続き応分の負担を行います。

４　担い手育成で地域に貢献する高校づくり−深刻な担い手不足の解消に向けた基盤づくり−

壮瞥高校では昨年10月、創立70周年記念式典が盛大に開催されました。今春の卒業生は、生

きる根源である「食と農」を学び、勤労観・職業観を育成する教育課程を経て、全員が進路を確

定しました。新年度出願者は、一般受験21名、推薦1名の計22名で、うち町内は1名です。新年

度も、農業クラブ活動の充実や、大学との連携を導入しながら、望ましい教育環境を整えるため、

必要な維持管理と機器の更新を進めます。農業高校の特色ある教育を推進し、地域産業を担う人

材育成を図り、明るく元気な地域づくりに貢献する高校づくりを目指します。

教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針教育行政執行方針
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５　小中一貫教育と地域とともにある学校づくり

本町では、平成24年度から学校評価システムを導入し、平成27年度からは、小・中学校に学

校運営協議会を設置し「コミュニティ・スクール」を推進しています。新年度は、小学校、中学

校が1校となるため、道教育庁の支援で、小学校に地域学校協働活動推進コーディネーターを配

置し、保護者、地域、学校が連携し、子どもたちを育む社会の形成に取り組みます。また、小中

一貫教育を実践するため「町教育研究会」で、目標や教育課程の策定、乗入授業や小学校での教

科担任制導入の研究を行い、可能なことから試行、実践し、地域総がかりで子どもたちの「生き

る力」を育む社会形成に取り組みます。

Ⅲ　社会教育について

本町では、生涯学習社会の実現を目標に学習機会を提供しています。引き続き、暮らしに生き

がいと充実感を感じながら、健やかに豊かな生活を送ることができるよう、生涯学習事業を進め

ます。

１　生涯学習の推進−「学びを支える家庭・地域」との連携−

子どもたちが夢を実現し、生きていくためには、自ら生活を律し、望ましい生活習慣を確立す

ることが大切です。その基本は家庭教育です。親力つむぎ事業を継続し、保護者が家庭教育の大

切さを理解し、支援する取組を関係団体と連携して進めます。また、子どもたちの成長に欠かせ

ない体験活動として、郷土史講座、芸術鑑賞会、新春書初め大会などを実施し、豊かな心と生き

る力を育みます。

２　芸術・文化の振興と読書推進

芸術・文化の振興では、地域交流センターでの活動や鑑賞ツアーを継続しながら、団体活動を

支援します。また、壮瞥町子ども読書推進計画に基づき、読書への関心を高めるため、図書の購

入・管理を行う他、親子で読書に親しむ環境づくりを推進します。

３　フィンランド研修と今後のあり方

平成27年度より「英語教育の中核事業」と位置づけ実施し、その成果は、結団式、交流会で、

外国語でのスピーチを行う生徒の姿に現れています。新年度も、現行制度により実施するととも

に、ケミヤルヴィ訪問団の来訪年度であり、必要な予算措置を行います。また、平成19年に町が

定めた方針は、「現行方式での派遣は平成32年度まで」とされ、「その後のあり方は適切な時期に

町が判断すべき」となっています。教育委員会では、他の国際・地域間交流事業も含め、町部局

の方向づけ、考え方に基づき取り組んでまいります。

４　スポーツによる健康なまちづくりと地域創生

スポーツは、地域活性化の面でも大変重要である他、大きな感動、勇気を与えてくれます。新

年度も、スポーツスクールの開催、団体活動の継続支援やNPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ

と連携した健康なまちづくりを推進します。また、第2期スポーツ推進計画を策定し、「スポーツ

の推進」、「スポーツによる地域創生」に必要な環境整備を検討します。

Ⅳ　むすび

教育委員会では、「子どもたちは地域の”宝”であり、教育こそ未来の創造」との信念のもと、

教育の力で「元気で、笑顔輝く壮瞥町」を創ってまいります。皆様のご理解とご協力を心からお

願い申し上げます。
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平成31年度　まちの予算31
平成31年度予算について、お知らせします。

一般会計の総額は、39億5,900万円で、平成30年度当初予算と比べると、1億200万円増加しています。

また、一般会計と特別会計を合わせた総額は、52億8,550万円で、平成30年度当初予算と比較すると、

9,310万円増加しています。増加の主な要因としては、一般会計における防災行政無線デジタル化経費の増

額のほか、簡易水道事業特別会計における国道453号などの道路工事に伴う水道施設移設工事や電気機械

計装設備の更新工事の増額などが挙げられます。

災害などに備えて積み立てている備荒資金組合の納付金や国保事業の基金を含めた平成31年度末の基金

（町の貯金）残高見込額は15億3,130万円で、平成30年度末の見込額と比べると、2億3,944万円の減少とな

ります。

特別会計を含めた町債（町の借金）残高は、平成31年度末の見込額が48億9,205万円で、平成30年度末

の見込額と比べると、6,354万円の増加となります。

図−１は、一般会計の歳入内訳です。

町税は、町内宿泊施設の耐震改修工事に伴う

固定資産税の減額措置による減や宿泊客数の減

少見込みを踏まえた入湯税の減などにより、前

年度から700万円減の3億8,545万円としていま

す。

地方交付税は、近年の実績や国の動向を踏ま

え、前年度から1,000万円増の16億4,000万円と

しています。

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金の減

額により、前年度から6,491万円減の2億9,017

万円、道支出金は、参議院議員通常選挙費委託

金や、幌別硫黄鉱山坑廃水処理業務委託金の増

により、前年度から1,073万円増の4億9,553万

円としています。

繰入金は、町の基金（貯金）からの取り崩しで前年度から1,134万円減の2億4,267万円としています。

主なものとしては、財源不足に対応するための財政調整基金を1億9,300万円、道南バス路線の維持や通学

定期の補助に充てる国鉄胆振線代替輸送確保基金を966万円、中学生フィンランド国派遣事業など、国際

交流事業に充てる国際交流基金を1,902万円取り崩す予定としています。

町債は、町の借金で、継続事業である町道滝之町中島1号線の道路改良や橋梁長寿命化整備に加え、防災

行政無線デジタル化事業などにより、前年度から2億2,780万円増の5億4,170万円の借り入れを予定してい

ます。

各会計の予算額

歳　　入

その他
3億6,348万円

9%

地方交付税
16億4,000万円

41%道支出金
4億9,553万円

13%

繰入金
2億4,267万円

6%

その他
3億6,348万円

9%

町税
3億8,545万円

10%

地方交付税
16億4,000万円

41%

国庫支出金
2億9,017万円

7%

道支出金
4億9,553万円

13%

繰入金
2億4,267万円

6%

町債
5億4,170万円

14%

図－１

会　　計　　名 平成31年度 平成30年度 比　　較 増　減　率

一　般　会　計

合　　　計

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

簡 易 水 道

集 落 排 水

39億5,900万円 38億5,700万円 1億200万円 2.6%

4億6,600万円 5億1,390万円 △4,790万円 △9.3%

4,860万円 4,830万円 30万円 0.6%

3億4,500万円 3億4,890万円 △390万円 △1.1%

2億9,250万円 2億2,360万円 6,890万円 30.8%

1億7,440万円 2億70万円 △2,630万円 △13.1%

52億8,550万円 51億9,240万円 9,310万円 1.8%
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図−２は、一般会計の歳出を性質別に分類し

たものです。

人件費は、選挙に係る委員報酬が見込まれる

ほか、管理職手当の見直しなどにより、前年度

から793万円増の7億3,124万円としています。

物件費は、需用費（消耗品費や光熱水費など）

や委託料のほか、賃金や旅費なども含まれ、前

年度から993万円減の5億4,210万円としていま

す。

扶助費は、社会保障制度の一環として、生活

困窮者、児童、老人、心身障がい者などを支援

するための経費で、前年度から188万円増の2億

774万円としています。

補助費等は、各種団体に対する補助金や助成金のほか、西胆振行政事務組合や西いぶり広域連合への負

担金などがあり、前年度から2,183万円減の4億5,326万円としています。減少の主な要因としては西胆振

行政事務組合消防負担金の減などが挙げられます。

普通建設事業費は、工事請負費のほか、工事に付随する測量や設計などに要する経費も含まれ、前年度

から1億6,923万円増の11億2,666万円としています。平成28年度からの継続事業である町道滝之町中島1

号線の道路改良工事の減額などがありますが、防災行政無線デジタル化に係る経費の増額が大きく、全体

としては増加しております。

公債費は、金融機関などから借り入れた町債（町の借金）の返済に要する経費で、前年度から76万円減

の5億3,212万円としています。返済額は平成25年度をピークに減少傾向にあり、平成31年度も利率の見直

しにより利子が減少することなどにより減額となっております。

繰出金は、一般会計から特別会計に支出する経費で、前年度から894万円減の2億6,466万円としています。

歳　　出

人件費
7億3,124万円

19%

物件費
5億4,210万円

14%

補助費等
4億5,326万円

11%

普通建設事業費
11億2,666万円

28%

公債費
5億3,212万円

13%

人件費
7億3,124万円
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14%
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2%

補助費等
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11億2,666万円

28%

公債費
5億3,212万円

13%

繰出金
2億6,466万円

7%

その他　2,154万円　1%

扶助費
2億774万円

5%
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町債残高は、大型事業の抑制などにより減少傾向

にありますが、平成31年度は一般会計と簡易水道事

業特別会計において、防災行政無線デジタル化や水

道施設移設費の増加などにより、町債残高は増加す

ることが見込まれます。

なお、町債の多くは、償還（返済）額の全部また

は一部が地方交付税として国から補てんされるもの

です。

平成31年度の基金の取り崩しは、次のとおりです。

■財政調整基金 1億9,300万円

■減債基金 1,000万円

■特定目的基金 5,025万円

・国鉄胆振線代替輸送確保基金 966万円

・地域振興基金基金 100万円

・農林漁業振興基金 1,000万円

・国際交流基金 1,901万円

・ふるさと応援基金 1,058万円

町債残高の推移（まちの借金）

基金残高の推移（まちの貯金）

図－2

【お問い合わせ先】役場総務課企画財政係（☎66-2121）
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山美湖大学 医療・
〜いつまでも住み慣れ

山美湖大学の参加者を対象に郡司 俊夫氏（医療法人交雄会そうべつ温泉病院 地域

医療相談室長）を講師として、昨年11月27日に医療・介護保険制度についての講演会

『医療と介護の現場から見えてくるもの−そうべつ温泉病院地域医療相談室から−』が

行われました。

各自治体において、人生の最期を住み慣れた地域で迎えるために「地域包括ケアシ

ステム」を推進する必要があり、推進する上で、今回の講演は非常に有意義な内容で

した。講演の内容を広く住民の皆様にお知らせしたいため、講演の概要を掲載します。

なお、講師からは全部で2時間程ご講演いただきましたが、紙面掲載の都合上、内

容を要約し、2ページにまとめております。

○　現代の「終の棲家」とは

人生の最期をどこで迎えるかというテーマは、非常に重く、難しいテーマです。

皆様の多くが、最期は家の畳の上の布団やベッドで迎えたいという気持ちが相当強

いのではないかと思います。しかし、ここ30年ぐらいの間にいろいろと変わり、今

はそういうふうにはならない状況になってきています。

過去、1950年代頃は大きな病気をしなければ「自宅」で最期を迎える人が多かっ

たのですが、最近では、「終の棲家」が「自宅・我が家」から「人生の最期の生活を

送った場所（病院や施設）」というふうに変わりつつあります。

○　介護保険制度の活用

制度の内容を知っていないと利用が難しい制度ではありますが、制度の内容を知

ってもらうことで、皆様の生活のお役に立てる制度だと思っています。

また、介護保険のサービスを利用するときにかかる費用の問題もきちんと理解し

てもらうことも大事なことだと思います。

介護保険のサービスを利用された場合の財源は、利用された皆様が支払う自己負

担分（総費用の1〜3割）以外の費用は、国や自治体、そして、皆さんが納める介護

保険料で成り立っているため、介護保険のサービスを利用する人が増加すると国や

自治体の支出も増え、皆さんが納める介護保険料も増えるという仕組みになってい

ます。

− 9 −

介護に関する講演会
たところで暮らすために

○　住み慣れたところでの生活

今では病院と地域とが連携して在宅生活を送れるような仕組みや医療・介護保険

のサービスを利用して在宅生活を送ることができる体制が整いつつありますが、介

護保険制度が始まる前までは、いろいろと試行錯誤しながら障害者・高齢者の在宅

生活を支えていた時代がありました。

現在では、「地域包括ケアシステム」という考え方が広まりつつあります。このシ

ステムの考え方は、地域で暮らす人たちが最期まで住み慣れたところで暮らせる状

況を作ることです。この考え方をさらに広めるためには、皆様の意識を変えてもら

うことも必要かもしれません。

医療や介護の在宅サービスも活用しながら、地域で行われる運動教室やサークル

活動、趣味の集まり等に参加して、毎日を楽しみながら地域で暮らすことで、医療

や介護に必要な費用が減り、結果的に医療や介護の保険料も少し下がる状況になる

と予想されます。

高齢者の皆様が住み慣れたところで、いつまでも自分らしく明るく元気に生活が

できる。そうなることで医療や介護にあまりお金をかけないで生活できるような社

会になればいいなと思っています。そのような環境を地域の皆様と医療・介護に関

係するみんなで作っていけたらいいなと思っています。

【壮瞥町では、壮瞥町地域包括支援センター（☎0142-66-4165
よ い 老 後

）
にて高齢者の医療・介護保険サービスの利用等について、ご相談をお受けしておりま

す。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。】
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44月月 7 7 日日㈰㈰はは北海道知事北海道知事及び及び北海道議会議員選挙　北海道議会議員選挙　
44月月2121日日㈰㈰はは壮瞥町長壮瞥町長及び及び壮瞥町議会議員選壮瞥町議会議員選挙　挙　

の投票日ですの投票日です。。
～大切にしてますか　あなたの一票～～大切にしてますか　あなたの一票～

■投 票 時 間 各選挙とも7:00～18:00まで（全投票所）
■投 票 場 所 入場券に記載された投票所となります。

■期日前投票 [場　所] 壮瞥町地域交流センター２階

[時　間] 8:30〜20:00まで

[期　間] (1)北海道知事選挙

3月22日㈮から4月6日㈯まで

(2)北海道議会議員選挙

3月30日㈯から4月6日㈯まで

(3)壮瞥町長及び壮瞥町議会議員選挙

4月17日㈬から4月20日㈯まで

※いずれも投票の際には、入場券を忘れずにご持参ください。

■壮瞥町で投票できる方

(1)北海道知事選挙及び北海道議会議員選挙

●平成13年4月8日までに生まれた方で、知事選挙は平成30年12月20日までに、

道議会議員選挙は平成30年12月28日までに壮瞥町に転入の届出をし、引き続

き3箇月以上住民基本台帳に登録され、壮瞥町の選挙人名簿に登録されている

方。

ただし、投票する日までに道外に転出された方は投票できません。

●壮瞥町の選挙人名簿に登録されている方で、平成30年12月7日以降に北海道内

の市町村に転出された方は、「引き続き道内に住所を有する旨の証明書」を入

場券と一緒に提出することで壮瞥町で投票できます。

※引き続き道内に住所を有する旨の証明書は、転出先の市町村で発行しても

らえます。（無料）

(2)壮瞥町長及び壮瞥町議会議員選挙

●平成13年4月22日までに生まれた方で、平成30年1月15日までに壮瞥町に転入

の届出をし、引き続き3箇月以上住民基本台帳に登録され、壮瞥町の選挙人名

簿に登録されている方。

ただし、投票する日までに町外に転出された方は投票できません。

上記は基本的な要件を記載したものです。

転入転出をした方などで自分が投票できるか確認したい方は、壮瞥町選挙管理

委員会（☎0142-66-2121）までお問い合わせください。



こちらは地域おこし協力隊が「今」どんなことを感じ、どんなことに取り組

んでいるのか？をお伝えするコーナーです。

「長友加也（ながともかや）」が作っていきます。

「地域おこし協力隊3年目突入!!」

地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!地域おこし協力隊NOW!

新年度に入りまして、私の地域おこし協力隊としての任期があと１年になりました。

最近は町民の方に顔も覚えていただき「長友さーん」とさらに名前も覚えていただき、「広報みてるよ

ー！！」と言っていただけて、この2年で私も町に少しずつ打ち解けてこれたかな…と感じています。い

つも応援していただき本当にありがとうございます。

地域おこし協力隊としての「町を知り、町に慣れる」という最初のミッションはクリアできた！と感

じています。

本年度から町役場から少し離れ、いよいよ私自身がこの町で自立していけるように活動する時間とな

ります。具体的には少しずつこの広報でもお知らせしていきたいと思っていますが、今、ひとつご紹介

できることといえば、壮瞥温泉にある古民家を借りることができたので、ここを拠点に色々な取り組み

を考えていることです。

まずは「人が集える場所」を目指し、古い所を修繕したり、

足りない家具を足したりとリノベーションにチャレンジして

いきたいと思います。それにプラスして私の本業である整体

業やスポーツ・健康指導などの方面でも活動の幅を増やして

行きたいと思います。地域おこし協力隊が移住した町で定住

するためには、やはり自立ができないとそこで生活するのも

困難になります。これは全国的にも地域おこし協力隊で課題

になっていることです。

それまでの土台作りをこの１年で作り上げられるように、

取り組んでいきたいと思います。本年度もどうぞ応援よろし

くお願い致します。

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(5)

SAAMELAISET(サーミ族)
Moi！今回はラップランド（ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ロシアの北部）

で暮らす先住民族、サーミ族について紹介します。 サーミ族は独自の言語を持ち、トナ

カイとともに、季節ごとに移動しながら極寒の自然の中で狩猟や遊牧を行なってきました

が、現在は町に移住する人が増えており、彼らの文化は薄れつつあります。私は小学校低

学年の頃、絵本で初めてサーミ族を知り、食料はもちろんのこと、移動式住居となるテントから靴まで必

要なものの大部分を手作りし、トナカイ、犬とともに壮大な大自然を駆け巡る彼らの生活に心惹かれたの

を覚えています。しかし彼らの生活は決して華やかなだけ

ではなく、厳しい自然、そして差別とも向き合わなければ

なりませんでした。今なお、サーミ族に対する差別は存在

しているといいます。「サーミの血」という映画は1930年

代、差別に抗い生き抜くサーミ人の少女を鮮明に描いてお

りとても感動的な物語です。興味のある方には是非おすす

めです。

昔の建物は人の心を癒す独特な雰囲気がありま
す。この古民家が町内・町外の方が憩えるコミ
ュニティの場となることを目標としています。

サーミ族の手工芸品
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第31回昭和新山国際雪合戦
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壮瞥町の若手によるチーム
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大会には、「一般の部」に105チーム、「レディースの部」に15チーム、「ジュニアの部」に9チーム、昨
年に引き続き実施された「レジェンドの部」に4チームが参加しました。壮瞥町代表はジュニアの部で、ス
ノーモンキーズが準優勝と大健闘！
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準優勝しました！！
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藤盛夫妻、コンクールで大臣賞受賞

全国果樹技術・経営コンクールは果樹の生産技術や経営

などにおいて他の規範となる先進的な生産者、団体を表彰

しています。平成30年度第20回同コンクールで滝之町の
藤盛元さん、ひとみさん夫妻が農林水産大臣賞を受賞され
ました。北海道では３組目の受賞です。
水稲・畑作・果樹の複合経営から果樹専業への転換を決

意し、綿密な経営分析と長期的な計画により果樹専業を実

現しました。さらに観光果樹園としての体制を整備する中

での様々な取り組みの他、「そうべつくだもの村」設立委

員、村長を歴任し、「そうべつシードル造り実行委員会」
への参画など果樹産地発展の中心的存在として活動してい
ることが高く評価されました。
この度の受賞、おめでとうございます。

壮瞥高校より長谷川富雄さんへ感謝状贈呈

2月28日㈭、壮瞥高校（野村博之校長）より長年にわた
り壮瞥高校の教育活動の一環であるスキー授業にボランテ
ィアとして活動された長谷川富雄さん(建部在住)への感謝

状贈呈が行われました。
長谷川さんは黄渓でお生まれになり、当時黄渓にありま

した壮瞥高校黄渓分室に入学され、昭和36年3月にご卒業

された壮瞥高校第10期生です。
40歳でスキーを始められ47歳で1級を取得し、61歳で

準指導員の資格を取得されました。その後、母校である壮

瞥高校の教育活動に貢献したいという思いから、不要にな
ったスキー等を寄贈されるとともに、現在までの約20年

間、スキー授業に毎回足を運ばれ、技術指導にあたられた
功績から感謝状贈呈となりました。

そうべつアップルワイン初お披露目

2月27日㈬、地域交流センター山美湖にて、2018年度産の
壮瞥リンゴを使ったシードルとスパークリングジュースや、今
回初の製造となったそうべつアップルワインの完成を記念し
てお披露目会が開催されました。
消費者のニーズに応えて誕生したワインは、昨年10月の台

風接近によりそうべつりんごまつりが中止となったことから販
路を失った「つがる」品種を活用しました。また、今年のシー
ドルはこれまで使用してきた7品種に加えて甘みが強く濃厚な
「4-23」という品種が加わり製造されております。ドライ味が
人気とのことから例年よりドライ味を30％増産しており、皆
さんも是非、飲み比べしてみてください。
お披露目会は壮瞥町内の農商工業者で組織する、そうべつ
シードル造り実行委員会（川南和彦委員長）が主催し、関係

者や住民など約80名が出席しました。
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オロフレにこだまする歓声

3月3日㈰、満天の青空のもと第3回スノーフェスティバル（主催：オロフレスキー場）が開催され、会

場となったオロフレスキー場は参加者や親子連れなど200名以上の来場者でにぎわいました。
イベントでは、スノーモービル試乗やバナナボート体験、3〜5人が一斉にスタートして滑りの速さを競

うスキー・スノーボードクロス、お菓子まきなど様々な企画が行われ、子ど
もも大人も楽しみました。
ほかにも、地元のリンゴ詰め放題や焼き鳥・豚串などを提供する屋台も設

けられ、大盛況となりました。

壮瞥高校で行政相談出前教室

3月15日㈮、壮瞥高校2年生22名を対象とした行政相談出前

教室が開催され、南部志保子氏（北海道管区行政評価局総務

行政相談部行政相談課課長補佐）と清水修氏（壮瞥町行政相

談委員）を講師に迎え、行政や行政相談の制度を学びました。
総合的な学習の時間の一環として行われ、これから18歳と
なり選挙権を得る生徒の皆さんに、パワーポイントを使いなが
ら、国からまち単位の行政について日常生活での身近な事柄

などを例に挙げながら説明しました。
また、行政相談の活動内容や実際にあった相談なども紹介

され、生徒の皆さんは知識として行政や行政相談としての役

割を理解した様子でした。

6年生みんなで書きました

道道洞爺公園洞爺線で室蘭建設管理部洞爺出張所が工事を
進めていた、跨ぎ橋（またぎはし）の欄干に設置される橋名板
について、同所より地元の小学生に文字を書いてほしいと依
頼があり、昨年秋に壮瞥小と久保内小の6年生25名全員が1人
1字ずつ原版となる文字を書きました。
3月6日㈬、同所と施工業者の代表者が壮瞥小を訪ね、完成
した橋名板が披露され、併せて橋名板のレプリカの文鎮が6年
生の代表に渡されました。
子どもたちは橋名板に自分が書いた字を見つけると歓声を

上げたり、字を触ったりしていました。
跨ぎ橋は、3月29日供用開始の東湖畔トンネルの洞爺湖側

にある長さ19ｍの橋です。
同所の担当者は､土木工事に関心をもっていただき､将来は土

木関係に進んでくれる人が出てくれればと話していました。
6年生は卒業の良い思い出となったことでしょう。
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　81 号

洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会
洞爺湖町役場内

（☎0142-74-3015）

お知らせお知らせ

この「ジオパーク通信」では、洞爺湖有珠山ジオパーク（伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町）
の見どころ・楽しみどころ、最新のジオパーク情報をお知らせしていきます。

この４月から、洞爺湖有珠山ジオパークにジオパーク専門員が配置されましたので紹介します。

名　前 西　勇樹　（ にし ゆうき ）
出身地 和歌山県新宮市　（出身大学　山形大学）
専　門 火山岩石学

〈ごあいさつ〉

皆様、初めまして！私はこれまで山形大学で「いつも明るく元気に」
をモットーに、東北地方の活火山である蔵王火山の噴火の歴史と、マ
グマ溜まりに関する研究を行ってきました。
この経験を生かして、洞爺湖有珠山ジオパークの更なる発展に貢献

していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします！

300万年前の火山活動の証
小幌洞窟（豊浦町）

カルデラ壁が崩れ島になった
浮見堂（洞爺湖町）

1822年の噴火災害を伝える
有珠善光寺（伊達市）

麦畑から誕生した昭和新山
（壮瞥町）

ジオパークって、どこ？
ジオパークとは、人工的に作られたテーマパークとは違い、も
ともとの大地の特徴を保全し、観光や教育に活用している地域一

帯を指します。
洞爺湖有珠山ジオパークのエリアは、伊達市・豊浦町・壮瞥

町・洞爺湖町の全域。約48,000人が暮らし、年間733万人もの観
光客が訪れるこの地域は、ユネスコ世界ジオパークに認定されて
います。

ジオパークって、何するところ？
「ジオ」は英語で「地球」を示す言葉です。
ジオパークは、地球の歴史や活動を知り、楽しめる地域のこと。
そのための散策路や各種の展示施設、ガイドブック、案内役が
そろっています。ここでしか見ることのできない「大地の物語」
を探してみませんか？

例えば、ここも見どころ！
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回顧展
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久保内小学校の取り組みを少しでも地域に残すため
の事業として、久保内駐在所に1年生が描いたひまわ
りの絵を、オロフレほっとピアザのロビーに5・6年
生が描いた同施設の絵が寄贈され、飾られています。
皆さんも是非ご覧ください。
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4月1日から、壮瞥町役場住民福祉課の下記の業

務の担当窓口が、役場本庁舎から保健センターに

移りますのでご注意ください。

■担当窓口が、保健センターに新たに移る業務
障害福祉／障害福祉サービスの支給の手続き、障

害者手帳、障害者自立支援給付の手続き、補装

具、日常生活用具給付の手続きなど

社会福祉／生活保護の新規相談など

※毎月の生活保護費の支給や医療券の発行は、

今までとおり役場本庁舎住民福祉課窓口で対

応いたします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

町では、通学する際に利用するJRやバスの定期

運賃の一部を補助しています。

補助対象者／本町に居住する高校、大学、各種学

生の保護者

※町外に居住（下宿等）している場合は対象と

なりません。

補助対象区間／道南バス及びJR北海道を通学定期

で利用する全ての区間

※バスカード、回数券は対象となりません。

補助率／通学定期代の1/2以内

申請手続き／4月に学校長の証明を受けた補助金交

付申請書を提出していただき、9月と翌年3月の

年2回、領収書または定期券の写しを提出してい

ただきます。

※平成30年度に補助を受けた高校生、大学生、

各種学生及び、今年中学校を卒業された方に

は、補助金交付申請書を送付いたしますので、

4月24日㈬までに必要事項を記入し、役場総務

課防災・地域振興係へ提出してください。

なお、今年度から大学、各種学校に通われる

方は、補助金交付申請書を用意しております

ので役場総務課防災・地域振興係までお問い

合わせください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災・地域振興係

（☎0142-66-2121）

【特定利用券とは】
ゆーあいの家、久保内ふれあいセンター、仲洞

爺来夢人の家のお風呂に、割引料金（大人は1回

130円、子どもは1回70円、幼児は1回40円）で入

浴できる券です。

毎年対象者1人につき、30回分の特定利用券を交

付しています。

交付対象者／年齢が65歳未満で、平成31年3月31

日以前より町内に住まわれている次の方々が対

象です。

①生活保護法に規定する扶助等を受けている方

②母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するひ

とり親家庭の方

③障害者基本法に基づく障害者手帳等の交付を

受けている方

※65歳以上の方には、特定利用券と同じ効力の

ある「特定利用証」や「敬老福祉証」が交付

されます（こちらの申請については、個別に

郵送でご案内いたします）。

申請方法／保健センターの窓口に印鑑をお持ちの

上お越しいただき、申請願います。

【お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

家庭から出るごみを出す際の指定ごみ袋とごみ

処理券は、今年度下記のお店で取扱っております

ので、ご利用ください。

滝 之 町／ショップインふじかわ

フレンドショップトミタ

セイコーマートふじさわ

とうや湖農協　Aコープ壮瞥店

増井電機商会

ドリームハウスカトウ　

ほそかわ

ゆーあいの家

壮瞥郵便局

久 保 内／久保内ふれあいセンター

久保内郵便局

壮瞥温泉／セイコーマート壮瞥温泉店

仲 洞 爺／渡辺豆腐店

来夢人の家

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

住民福祉課の担当窓口の
一部変更について　INF

OR
MA

TIO
N

壮瞥町通学定期運賃補助について

INF
OR

MA
TIO

N

ごみ袋取扱店のお知らせ

INF
OR

MA
TIO

N

特定利用券（平成31年度分）
交付のご案内　INF

OR
MA

TIO
N
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万一の交通事故に備えて、ご家族で「町民交通傷害

保険」に加入しましょう。

加入できる方／町内にお住まいの方

※町内の保育所、小中学校に通所、通学されている園

児、児童生徒の方については、町で保険に加入します。

保険料／１口　480円（最大2口まで加入可）

※５月以降の中途加入の場合は、月割り40円となり

ます。

（例）5月中の加入　440円

6月中の加入　400円

保険期間／平成31年4月1日㈪〜平成32年3月31日㈫まで

※年度途中で加入した場合の保険期間は、受付日か

ら平成32年3月31日まで

保険金が支払われる場合／日本国内で、車両での交通

事故でけがをした場合か亡くなられた場合に保険金が

支払われます。

車両…自動車、原動機付自転車、自転車などで、船

舶や航空機は含みません。

交通事故…被保険者が乗車中の車両が衝突、つい落、

火災等や車両から転落したとき、また、被保険者が

道路を歩行中に走行車両と接触したとき。

保険金（１口あたり）／

・亡くなられたとき…100万円

・けがをして医師の治療を受けたとき…

５千円〜12万円（治療期間により異なります。）

※詳しくは3月広報と一緒に配布してますパンフレッ

トをご覧ください。

加入方法／役場総務課に備え付けの加入票に必要事項

を記入し、保険料を添えて申込みください。

保険金の請求／保険金の請求等については、壮瞥町役

場総務課防災・地域振興係（☎0142-66-2121）まで

お問い合わせください。

平成31年3月分（4月納付分）から健康保険料率は

10.31％（プラス0.06ポイント）、介護保険料率は1.73％

（プラス0.16ポイント）となります。健康保険及び介護

保険料率の引き上げに関しまして、何卒ご理解をいただ

きますようお願い申し上げます。

【お問い合わせ先】

全国健康保険協会（協会けんぽ）北海道支部

（☎011-726-0352（代表））

確定申告書を提出した後に、計算誤りや申告漏れな

ど、申告内容に誤りがあることに気付いた場合、申告内

容を訂正することができます。

税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更

正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることがで

きます。

税額を少なく申告したことに気付いたときは、「修正

申告」をして正しい税額に修正してください。

また、期限内に申告することを忘れていたときは、で

きるだけ早く申告するようにしてください。

ご不明な点がありましたら、国税庁ホームページをご

覧いただくか税務署にお尋ねください。

【お問い合わせ先】

室蘭税務署（☎0143-22-4151）

（国税庁ホームページ）https://www.nta.go.jp

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、調査研

究機関等から閲覧の申し出により閲覧をさせましたの

で、住民基本台帳法第11条の2第12項の規定に基づき

下記のとおり閲覧状況をお知らせします。

○閲覧状況

・閲覧申出者①／自衛隊札幌地方協力本部

室蘭地域事務所

・利用目的の概要／自衛官募集

・閲覧に係る住民の範囲／　　　　　　　　

平成4年4月2日〜平成12年4月1日生まれの男女

平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれの男女

平成15年4月2日〜平成16年4月1日生まれの男子　

※いずれも日本人住民

・閲覧年月日／平成30年4月23日

・閲覧申出者②／中央調査社苫小牧支局

・利用目的の概要／「平成30年度　食育に関する意識

調査」実施に係る対象者抽出

・閲覧に係る住民の範囲／　

字久保内地区にお住まいの20歳以上の日本国籍を

有する男女個人（平成30年9月30日現在）

・閲覧年月日／平成30年9月4日

【お問い合わせ先】

不明な点等がありましたら、壮瞥町役場住民福祉課住

民係（☎0142-66-2121）まで

町民交通傷害保険について
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対象者／ひきこもり問題を抱える家族

開催日時／毎月第4水曜日13:30〜15:30（月により

日程変更あり）

場所／室蘭保健所２階会議室

（室蘭市海岸町１丁目４-１むろらん広域セン

タービル内）

参加方法／事前に電話でお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

室蘭保健所健康推進課健康支援係

（☎0143-24-9846）

対象者／アルコールに関連する問題をお持ちの方

の家族

開催日時／偶数月第2月曜日13:30〜15:30（月によ

り日程変更あり）

場所／室蘭保健所２階会議室

（室蘭市海岸町１丁目４-１むろらん広域セン

タービル内）

参加方法／事前に電話でお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

室蘭保健所健康推進課健康支援係

（☎0143-24-9846）

＜こんな事で困っていませんか？＞
□人と上手く付き合うことができない

□やる気が起こらない。不眠が続く

□家族が引きこもっている

□パチンコなどギャンブルがやめられない

□お酒を飲んで、仕事や家庭に支障をきたす

□自殺未遂、自殺遺族に関すること

□脳損傷後に高次脳機能障害の症状がみられる。

室蘭保健所ではこのような『こころの悩み』につい

て、ご本人やご家族、周囲の方々の相談に応じています

○精神科医師と保健師が相談に応じます

○費用は無料

○予約制です

場所・日時／

室蘭会場（室蘭保健所）

偶数月（4・6・8・10・12・2月）13:00〜

伊達会場（伊達市保健センター）

奇数月（5・7・9・11・1・3月）13:00〜

※事前の予約が必ず必要です。お早めに電話で申込

みください。

○保健師による相談（来所・電話）は、随時、受け付

けています。

月曜日〜金曜日（平日）9:00〜17:00

【お問い合わせ・申込み先】

北海道室蘭保健所健康推進課健康支援係

（☎0143-24-9846）

ひきこもり家族交流会
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アルコール問題を抱える家族の集い
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こころの健康相談
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無料法律相談を毎月実施しております。お困りごとなどありましたら、是非ご利用ください。相談を

希望される方は、事前予約が必要となりますので、下記申込期限までに役場住民福祉課までお申込み

ください。

無料法律相談を開催しております
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※担当弁護士については、都合により変更になる場合があります。

相談時間／10:30〜12:00（1人30分程度 3名まで） 場所／地域交流センター山美湖 1階小会議室

予約／事前予約制（定員になり次第締切）【申込み・お問い合わせ先】役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

平成31年4月11日(木) 池　田弁護士(池田翔一法律事務所) 平成31年4月05日(金)

平成31年4月25日(木) 奈　良弁護士(奈良法律事務所) 平成31年4月19日(金)

平成31年5月09日(木) 阿　部弁護士(北海道みらい法律事務所) 平成31年4月26日(金)

平成31年5月23日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所)  平成31年5月17日(金)

平成31年6月13日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所)  平成31年6月07日(金)

平成31年6月27日(木) 林　弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 平成31年6月21日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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◆第４回「司法書士ってどんな人？」

Ｑ 司法書士ってどんな人？

Ａ 司法書士は，気軽にご相談いただける皆様に身

近な法律専門家です。

不動産登記，会社や法人の登記，簡易裁判所の

訴訟代理，裁判所へ提出する書類の作成，成年

後見業務などが仕事です。

例えば，こんな時に司法書士に相談してみてく

ださい。

・不動産を子供の名義に変えたい（売買や生前

贈与など）

・相続の手続きの仕方がわからない

・遺言書を書いておきたい

・認知症の親の療養費を工面するために不動産

の売却や，預金の引出しなどが必要になった。

これらの手続きや財産管理をするには後見人

が必要と言われたが，どうしたらよいのかわ

からない

・将来,自分が認知症になった時の財産管理が心配

・家賃滞納や敷金返還，原状回復トラブルなど

で困っている

・貸したお金を返してもらいたい

・多額の借金をどうしていいかわからない

・返し終わった借金があるが,過払いだったかも

しれない

・会社や法人を作りたい

身近にあるいろいろなトラブル，心配事，気にな

ることなど「どうしたらいいんだろう，ちょっと聞

いてみたいんだけど」ということがあれば，どうぞ

お気軽にご相談してください。

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局

（☎0143-22-5111（自動音声ガイダンス：2））

（ホームページ

http://houmukyoku.moj.go.jp/sapporo）

札幌司法書士会

（☎011-272-9035（法律相談センター予約））

※室蘭市にも相談所を設けています

（ホームページ http://www.sihosyosi.or.jp/）

４月１日から５月31日は「春のヒグマ注意特別期

間」です。

これから山菜採りなどで野山に入る機会が多くな

る時期を迎えますが、この時期はヒグマが冬眠を終

え、野山ではヒグマと遭遇する可能性が高まるため、

遭遇しないように注意しなければなりません。また、

万が一遭遇してしまったときは、落ち着いて行動す

ることが大切です。

●ヒグマに遭遇しないために！！

事前に出没情報を確認し、野山に1人で入るの

は避け、音を出しながら歩きましょう。また、薄

暗い時の行動を控え、フンや足跡を見つけたらそ

の場から離れるようにしましょう。近くにヒグマ

がいる可能性が高いです。

●ヒグマに遭遇したら！！

落ち着いて状況判断をし、静かにその場から立

ち去りましょう。慌てて走り出したり大声を上げ

ると、ヒグマを刺激してしまい事故につながる危

険が高まります。また、持ち物を取られたら絶対

に取り返そうとせず、あきらめましょう。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場経済建設課産業振興係

（☎0142-66-2121）

西いぶりリサイクルプラザフリーマーケット
出店者募集

開催日時／5月19日㈰10:00〜13:00※雨天中止

開催場所／室蘭市石川町22-2 多目的広場

募集区画数／70区画(1区画2m×3m)

出店料／1区画500円

申込方法／4月18日㈭10:00から電話受付

※先着順。募集数になり次第締め切らせていただ

きます。

THANK YOU MOTHER
～母の日に贈るプレゼントを～

ワークショップ開催！花・香り・アクセサリーな

ど、西いぶり在住認定講師によるワークショップで

す。

開催日時／4月30日㈫10:30〜14:00

参加費／800円〜2,000円(ワークショップによって

異なります)

持ち物／なし

開催場所／西いぶりリサイクルプラザ2階

申込時間／10:00〜17:00(毎週水曜日休館)

【お問い合わせ・申込み先】

西いぶりリサイクルプラザ

（☎0143-59-0319）

登記・相続に関するＱ＆Ａ

INF
OR

MA
TIO

N

野山に入る皆様へ！！

INF
OR

MA
TIO

N

リサイクルプラザからのお知らせ

INF
OR

MA
TIO

N

お知らせ

4
APRIL



お知らせ

4
APRIL

− 22 −

財務省北海道財務局では、財政、金融のプロフ

ェッショナルとして活躍する財務専門官を募集し

ています。

受験資格／

①平成元年4月2日〜平成10年4月1生まれの者

②平成10年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者

⑴大学を卒業した者及び平成32年3月までに大

学を卒業する見込みの者

⑵短大または高専を卒業した者及び平成32年3月

までに短大または高専を卒業する見込みの者

受験申込受付期間／平成31年3月29日㈮9:00〜4月

10日㈬受信有効

※申込みはインターネットにより行ってください。

申込専用アドレス／

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第1次試験／平成31年6月9日㈰

【お問い合わせ先】

財務省北海道財務局人事課人事係

（☎011-709-2311（内線4252））

札幌国税局では、国税局や税務署において、税

のスペシャリストとして活躍する国税専門官を募

集しています。

平成31年度の採用試験の概要は次のとおりです。

受験資格／

①平成元年4月2日〜平成10年4月1日生まれの者

②平成10年4月2日以降生まれの者で大学を卒業

する見込みの者など別に定める者

申込受付期間／平成31年3月29日㈮9:00〜4月10

日㈬受信有効

※申込みはインターネットにより行ってください。

申込専用アドレス／

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

第1次試験／平成31年6月9日㈰

【お問い合わせ先】

札幌国税局人事第2課採用担当

（☎011-231-5011（内線2351））

または室蘭税務署総務課

（☎0143-22-4151）

財務専門官採用試験のお知らせ
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国税専門官募集
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平成31年6月8日
〜6月10日

（いずれか1日）

1次試験
平成31年5月25日

1次試験
平成31年5月11日

平成32年
3月末

平成32年
3月末

平成32年
3月末

平成31年4月1日
〜

6月3日

平成31年3月1日
〜

5月15日

平成31年3月1日
〜

5月1日

18歳以上33歳未満の男女

18歳以上33歳未満の男女

大卒程度試験
平成32年4月1日現在、22歳
以上26歳未満の者（平成32
年3月卒業見込みを含む）

院卒者試験
平成32年4月1日現在、修士
課程修了者等で、20歳以上
28歳未満の者

募集種目 資格 受付期間 試験期日 採用予定

一般曹候補生

自衛官候補生

一般幹部候補生

お問い合わせお申
し 込 み 先
資料・志願票等の
請 求 先

〒050-0083 室蘭市東町2丁目21-12 石井ビル１階
防衛省自衛隊札幌地方協力本部　室蘭地域事務所
（☎0143-44-9533）

自衛官候補生受付開始
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平成18年に、フィリピンに滞在中に狂犬病の犬

に咬まれ、感染し、ワクチン接種しなかったため、

日本帰国後に狂犬病を発症する事例がありました。

狂犬病はすべての哺乳類に感染することが知ら

れており、もちろん人も例外ではありません。人

も動物も発症するとほぼ100％死亡しますが、人で

は感染後(感染動物に咬まれた後)にワクチンを連続

して接種することにより発症を防ぐことができま

す。

主に狂犬病に感染した動物に咬まれ、唾液中に

排出されるウイルスが傷口より体内に侵入するこ

とにより感染します。

！次の点に注意願います！
狂犬病流行地域に渡航される方へ

渡航中に狂犬病に感染しないよう、以下のこと

についてご注意ください！

滞在中にむやみに動物に手を出さないようにし

ましょう。万が一、滞在中に犬等に咬まれた場合

には、

⑴すぐに傷口を石けんと水でよく洗いましょう。

⑵現地医療機関を受診し、傷の手当てと狂犬病

のワクチン接種を受けましょう。

⑶帰国時に検疫所（健康相談室）に申し出まし

ょう。

犬を飼っている方へ

狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主には以下の

ことが義務づけられています。

・役場住民福祉課へ犬の登録をすること。

・犬に毎年狂犬病の予防注射を受けさせること。

役場では毎年5月中旬に町内各場所で犬への狂犬

病予防接種を実施しております。詳細は、広報5月

号に掲載します。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

■課長人事

・税務会計課長兼会計係長・会計管理者(住民福祉課

参事兼そうべつ子どもセンター長）阿部正一

・住民福祉課長兼保健センター長兼そうべつ子どもセ

ンター長(住民福祉課長兼保健センター長兼地域包

括支援センター管理者）庵　匡

■課長補佐人事

・住民福祉課長補佐(税務会計課長補佐）小野寺寿勝

■主幹人事

・住民福祉課主幹兼地域包括支援センター管理者(住

民福祉課主幹）山本貴浩

■係長人事

・経済建設課上下水道係長(経済建設課上下水道係主

査）傳法　誠

■係人事

・総務課付【西いぶり広域連合派遣】(経済建設課商

工観光係）加納　翼

退職(3月31日付）

・(税務会計課長兼会計係長・会計管理者）小松正明

・(経済建設課長補佐兼上下水道係長）種村　洋

狂犬病について
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町職員の人事異動（4月1日付）
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死亡事故ゼロ1,226日
－人身交通事故発生状況2月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※2月末現在（ ）は平成31年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（平成31年2月16日〜平成31年3月15日）

■人のうごき

■2月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,505人（△11）

男 1,188人（△ 8）

女 1,317人（△ 3）

世帯数 1,319戸（△ 3）

※2月末現在（ ）は前月差

松本　誠太さん （84歳）【仲洞爺】

斉藤　幸男さん （85歳）【建部団地】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

米田
よ ね た

朱里
し ゅ り

ちゃん　平成31年2月19日

【星野・功さん・誌穂美さん】
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生涯学習情報生涯学習情報

平成31年度 壮瞥町地域交流センター運営ボランティア実行委員会主催事業の予定

昼夜2回公演「小金沢昇司・石原詢子歌謡ショー」
H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）H31/10/5㈯ 第1部 PM2:00〜 第2部 PM6:30〜(予定）

※その他コンサート等を企画しております。

◎日　時 平成31年6月14日㈮
開場18:30〜 開演19:00〜

◎会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖多目的ホール

◎入場料 前売り券一般2,000円・学生1,000円当日券
当日券は500円増

「二重奏Ⅱ」Release Tour～Hokkaido Circuit
Jazz in nature 

美しい自然にこだまするジャズの響き Live in 壮瞥

チケット取扱所
壮瞥町地域交流センター・北の湖記念館・ゆーあいの家・久保内ふれあいセンター・来夢人の家

伊達カルチャーセンター・洞口書店・エルム楽器室蘭支店・輪西ぷらっとてついち・洞爺湖町教育委員会・
豊浦町教育委員会

◎お問い合わせ先　教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

主　催　　APPLASUE（☎011-272-2221）

町　内

町　外

平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業

活動のメインとしている「二
重奏」とBoysで示している高い
音楽性が、アーティストとして
高みに到達しつつあると評判を
呼ぶベーシスト。日野皓正さん
のベーシストとしてこの山美湖
で演奏したこともあります。

ピアニスト・作編曲家として
独自の世界を築いているアーテ
ィスト。昨年はオーストラリア
のジャズフェスティバルに出演。
地元メディアに注目のアーティ
ストとして紹介される他、ヨー
ロッパでも活動している。

金澤英明　contrabass 栗林すみれ　piano

平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業
平成31年度貸館事業

久保内小学校の回顧展を
山美湖で展示しています！

久保内小学校の設立100周年以降の集合写真や、約50年分の卒業文集などを図

書室前の廊下で４月末まで展示しています。ぜひご覧ください。
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平成31年度 壮瞥町山美湖大学学生募集!
〜1年間心豊かに楽しく学習しませんか〜

山美湖大学とは、主に60歳以上の方を対象とする「大学」で、講演会、施設見学など、様々な講座

が年間を通して開講されます。今年度最初の開講式は5月に開催する予定です。

○対　　象 町内在住60歳以上の方

○形　　態 登録制としますが、年度途中の入学も大歓迎です。

○内　　容 軽スポーツ、趣味、体験学習、見学旅行などを行っていますが、今年もまた多様な

内容を考えていきたいと思います。

○お問い合わせ・申込み先

教育委員会社会教育係（☎0142-66-2131）

教職員人事異動により、下記の先生方が離任、着任されましたのでご紹介いたします。

平成31年度 教職員のご紹介

『壮瞥小学校』 校　　長 柴田　暦章 先生（前：壮瞥町立久保内小学校）

教　　諭 立田　江利 先生（前：北海道立伊達高等養護学校）

教　　諭 佐々木浩司 先生（前：伊達市立東小学校）

教　　諭 花田　教子 先生（前：室蘭市立海陽小学校）

教　　諭 中田　　宏 先生（前：喜茂別町立喜茂別小学校）

教　　諭 泉谷　有咲 先生（前：苫小牧市立苫小牧西小学校）

教　　諭 千葉　智子 先生（新採用）

『壮瞥中学校』 教　　頭 佐藤　靖樹 先生（前：伊達市立伊達中学校）

教　　諭 岩瀬　真樹 先生（前：室蘭市立桜蘭中学校）

教　　諭 梅田　孝裕 先生（前：室蘭市立星蘭中学校）

『壮瞥高等学校』 校　　長 宮本　　匠 先生（前：北海道東藻琴高等学校）

教　　頭 山川　直樹 先生（前：北海道立農業大学校教務係長）

教　　諭 佐藤　伸一 先生（前：北海道立釧路工業高等学校）

理科講師 長尾　美里 先生（新採用）

『壮瞥小学校』 校　　長 森田　芳明 先生（赴：苫小牧市立糸井小学校）

教　　諭 曽我部倫子 先生（赴：室蘭市立海陽小学校）

教　　諭 池原慶志郎 先生（赴：えりも町立庶野小学校）

教　　諭 忠岡　文佳 先生（退職）

教諭(期限付） 目谷　美紀 先生（退任）

教諭(期限付） 千葉　智子 先生（退任）

非常勤講師 須藤真紀子 先生（退任）

『久保内小学校』 校　　長 柴田　暦章 先生（赴：壮瞥町立壮瞥小学校）

教　　頭 宮村　直人 先生（赴：室蘭市立旭ヶ丘小学校）

教　　諭 小島　充雄 先生（赴：北海道立伊達高等養護学校）

『壮瞥中学校』 教　　頭 竹迫　慎司 先生（赴：伊達市立星の丘中学校）

教　　諭 佐藤あゆみ 先生（赴：洞爺湖町立洞爺中学校）

教　　諭 美馬　美希 先生（赴：室蘭市立桜蘭中学校）

教　　諭 宮ヶ原隆二 先生（赴：豊浦町立豊浦中学校）

教　　諭 笠原　明布 先生（退職）

（旧姓高松）

『壮瞥高等学校』 校　　長 野村　博之 先生（赴：北海道立大野農業高等学校）

教　　頭 松浦　直哉 先生（退職）

教諭(期限付） 阿部　丈斗 先生（退任）

理科講師 鈴木　華奈 先生（退任）

【離任された先生】“お世話になりました”

【着任された先生】“よろしくお願いします”
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やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室やまびこ図書室 ①月曜日：9時～17時　
②火曜日～金曜日：9時～18時
③土曜日～日曜日、祝祭日：13時～18時
※4月29日㈪は、休館日です。

木曜日：13時～16時

☆地域交流センター図書室
開館日・時間　

☆図書分室　開館日・時間

～こどもの読書週間～

「ドは読書のド♪」

日　時：4月25日㈭14:00〜
場　所：図書分室
講　師：武者　ますみ 氏

参加費：無料

伊達市在住の武者ますみ先生を講師として、古典の講座

を開催します。今回は「枕草子」（清少納言）をテーマに
して、楽しく学びます。ぜひ参加ください。

古典サロン
〜「枕草子」くらげの骨〜

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

憩いの場〝図書分室〟へ
ようこそ

※事前の申し込みは不要です

「魔女の世界のとびら」展

魔女の部屋へようこそ

魔女のおはなし会
不思議な工作

魔女に変身！

展示期間：4月23日㈫〜5月12日㈰

展示期間：5月11日㈯ 14:00〜16:00

昨年、国際アンデルセン賞を受賞した角野栄子さんの代表作「魔女の宅急便」の他、たく
さんの魔女が登場する本を図書室で展示します。優しい魔女や怖い魔女などいろんな魔女が
います。本を手にとって、魔女の世界のとびらをたたいてみてください。

※詳細は5月号広報にてお知らせします。
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2月の図書室利用者数
図書室来客数： 346人

分室来客数： 31人

本の貸出人数： 179人

本の貸出冊数： 858冊

『必要十分生活』 著：たっく

洗面所に置くものは1日1回ルール、ペンは2本、プリンターは不

要、バスタオルはいらない。30代男性の新ライフスタイルとは。

『みそ汁はおかずです』著：瀬尾幸子

切る、煮る、みそを溶く。これだけででき上がり！野菜が
たっぷりで栄養満点。誰でも失敗なく作れて、今日、スグ、
使えるレシピです。

★タイトル「声に出して読みたい日本語」 著：斉藤孝

先日、万葉集座談会に参加する機会があり朗唱した時なか
なか声を出して読めなかったことから、この本を思い出し、読んでみる
ことにしました。
「二．あこがれに浮き立つ」の項目に朗唱した（大津皇子）の一首が

載っていました。
◎あしひきの山

やま

のしづ
ず

くに妹
いも

待
ま

つと わが立
た

ち濡
ぬ

れし山
やま

のしづ
ず

くに
（要約）･･･あなたを待って山の雫に濡れました。
（前歌に答えて）･･･あなたが濡れたという雫になりたかった。（石川郎

女の要約）
大和言葉の一音一音を漢字で書かれた原文も載っています。解説文中

に･･･たとえば血、乳、霊は現在の私たちにはそれぞれがまったく別のも
のだが、これら三文字はすべて「ち」という音にあてられた。文として
も、言葉としても、その時代の人たちは想像力も豊かで、情熱的に生き
ていたのでは…と感じました。

【オススメ者：Ｋさん】

〜一般書〜

『片づけ・収納・掃除・洗濯

の教科書』『学校に行きたく
ない君へ』『英語で歌おう日

本の童謡』『風に恋う』『信

長の原理』『童の神』『宝島』
『科警研のホームズ』『セブ
ンス・サイン 行動心理捜

査官・楯岡絵麻』『未来職安』
『夏空白花』『命の限り、笑

って生きたい』『世界の終わ
りの天文台』『コーヒーと楽

しむ心が「ホッと」温まる
50の物語』『幼児教育と脳』
『大活字本　信長の血脈

上・下』『大活字本　鬼火の
町　上・下』『大活字本　善

人長屋　上・下』
〜児童書〜

『ぼくはアフリカにすむキリ
ンといいます』『よむプラネ
タリウム季節の星座案内』
『花の工作図鑑』『葉っぱの
工作図鑑』『海の工作図鑑』
『おれからもうひとりのぼく
へ』『風と行く者　守り人外

伝』『ねこの商売』『セパ！』
『給食アンサンブル』『ゆう
れい作家はおおいそがし』
『はじめてのミステリー名探

偵登場！』
〜えほん〜

『絵本・名人伝』『ともだち
ひきとりや』『うみキリン』
『みずとはなんじゃ？』『ム
ーミントロールと氷のおま
つり』『ムーミン谷のすべて』
『ムーミンのゆびでたどろ
う！えさがしえほん』『ゆき
のうえ ゆきのした』『ふく
びき』

4月の展示

新生活を応援！新生活を応援！

〜４月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

わたしのオススメ本

ぴよちゃんカードは、小学生になると使えなくなります。小学校に
就学した方で、ぴよちゃんカードしかお持ちでない方は、新しい図書

カードを作成しますので、ぴよちゃんカードを持って、図書室にお越

しください。また、ぴよちゃんカード卒業記念として、記念品をプレ
ゼントします。

ぴよちゃんカードをお持ちの方で、
小学校に就学される方にお知らせです。

0歳〜6歳（未就学児）対象の本の貸

し出しカード『ぴよちゃんカード』を
配布しています。※壮瞥町在住者のみ
スタンプを25個集めると、「ほんの

おもいで」カードをプレゼントしてい
ます。
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伊達警察署のホームページは、札幌方面伊達警察署 で検索してください
クリック

⇦

壮瞥駐在所
☎66-2110

久保内駐在所
☎65-2374

駐　在　所　だ　よ　り 平成31年４月号

○やりがいのある仕事！

北海道警察の仕事は多種多様で、どんな仕事にもやりがいがあります。

北海道のために働きたい！困っている人を助けたい！方々、是非受験してみませんか。

大切な家族のため、故郷のため、一緒に北海道の安全と安心を守りましょう。

○北海道警察ホームページをチェック！！

詳しくは、北海道警察ホームページ、またご質問等は、お近くの警察署、北海道警察採用センターフリー

ダイヤル0120-860-314（ハローサイヨー）まで！！

○2019年度第1回北海道警察官採用試験実施日程等

・採用予定人員／200名程度

男性A区分…115名程度、男性B区分…30名程度　　女性A区分…40名程度、女性B区分…15名程度

・受付期間／3月1日㈮〜4月12日㈮　　・第一次試験／5月18日㈯　　・第二次試験／6月下旬から7月上旬

・家族に行き先と帰宅時間を知らせる。

・単独での入山を避け、互いに声をかけ合い位置を

確認する。

・服装は目立つ色にする。

（色は赤や黄色系）

・携帯電話、非常食、水、熊鈴、

笛を携行する。

・迷ったときは落ち着いて行動

する。

近年、「モデルにならないか」などと声をかけら

れた女性が、アダルトビデオ（AV）に出演すると

いう認識がないままプロダクションなどと契約し、

その後、断ろうとしても「高額な違約金」、「親にば

らす」、「契約だから」等と脅され、本人の意に反し

て出演を強要されるなどの性的な被害に遭ったりす

る問題が発生しています。

タレント、モデルの契約は、その場での契約は避

け、活動内容、費用を確認し、家族に相談するなど

して冷静に判断してください。

特に4月は、生活環境が大きく変

わる時期で、こうした被害に遭うリ

スクが高まることが予想されます。

こうした問題で困っている場合

は、最寄りの警察署などの相談窓口

に相談してください。

北海道警察官募集中！

（１）お子さんへ

ア 道路
どうろ

を渡
わた

るときは、車
くるま

が止
と

まるのを確
たし

かめ

てから渡
わた

り始
はじ

めましょう。

イ 止
と

まっている車
くるま

の前
まえ

や、後
うし

ろから道路
どうろ

を渡
わた

ることはとても危険
きけん

ですので、絶対
ぜったい

にやめま

しょう。

ウ 道路
どうろ

は危険
きけん

がいっぱいです。道路
どうろ

では、遊
あそ

ばないようにしましょう。

（２）運転者の皆さんへ

子どもたちを見かけたら、必ずアクセルを

緩め、学校や公園の近くを通るときは、特に

慎重な運転を心がけましょう。

（３）保護者の皆さんへ

ア 交通ルールは、事故を起こしたり、被害に

遭わないための大切な決まりです。

お父さんやお母さんが、日常生活の中でお

手本を示しながらしっかり教えてあげましょ

う。

イ お子さんと通学・通

園路を一緒に歩いて、

危険な場所や車の危険

な動きについてわかり

やすく教えてあげて、

安全な行動がとれるよ

うにしましょう。

山菜採りにおける遭難事故防止のために
山菜採りを行う際の留意事項

そのアルバイト大丈夫？
知ってますか？AV出演強要問題

新入学・新入園期における
交通事故の防止

とび出さない いったんとまって みぎひだり
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4月号の広報テーマ「林野火災の防止」
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西胆振行政事務組合

“忘れてない？サイフにスマホに火の確認”

救急件数 017件（累計 17件）

火災件数 01件（累計 2件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数

春の火災予防運動が始まります

4月20日㈯から4月30日㈫までの11日間にわたり、春

の火災予防運動を実施します。

この運動は、火災が発生しやすい季節を迎えるに当

たり、火災発生の防止や火災予防の一層の普及を目的

として毎年この時期に実施しているものです。

また、4月20日㈯から4月24日㈬の5日間を火災予防

運動強化期間と定め、20:00に20秒間サイレンを鳴ら

し、「防火意識の向上」と「火災予防の呼びかけ」を行

っていきます。

「西胆振消防公式Facebook」について

西胆振行政事務組合では、平成30年4月から「西胆振

消防公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ」を開設し、消防業務につ

いて広く理解していただけるよう、積極的な広報を実

施しております。内容については、イベントや訓練、交

通規制等様々な情報を掲載し、一般市民の方に情報を

発信しております。

多くの方に情報を伝達できるよう、アカウントをお

持ちの方は、「いいね」ボタンを押してフォローをお願

いします。

なお、フェイスブックのアカウントをお持ちでなく

ても、フェイスブックは閲覧可能ですので、この機会

に「西胆振消防公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ」を是非閲覧く

ださいますようお願いします。

※ご不明な点につきましては、西胆振行政事務組合消

防本部消防課（☎0142-21-5003）までお問い合わせ

ください。

2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分2月分

乾燥する季節は火災に注意

雪解けも進み、空気が乾燥し林野火災や野火が多く

発生する季節です。

林野火災や野火の原因は「タバコの投げ捨て」「火入

れによる火の不始末」「枯葉・枯草焼きの飛び火」「畑の

畦焼きからの延焼」などがあげられます。

春は空気が乾燥していて風も強いため、たき火など

から飛んだ火の粉やタバコの小さな火種でも、乾燥し

た枯葉や枯草に燃え広がりやすい上に、林野火災や野

火が一度発生すると、気象状況や周囲の状況、地形、水

利状況などにより、消火活動が困難となる可能性が高

くなります。また、火が燃え広がり、民家へと燃え移る

危険性もあります。

林野火災や野火の発生を防ぐために、タバコの投げ

捨ては絶対にせず、畦焼きやたき火などをするときは、

消火用の水バケツなどを用意して、確実に火の始末を

するようにしましょう。

火入れの前に届出をしてください

春の農作業時期に無届けによる田畑での焼却が見受

けられます。

農地での焼却や田畑の畦焼き等の焼却行為は、あら

かじめ消防へ『火災とまぎらわしい煙または火災を発

するおそれのある行為等』の届出が必要になりますの

で、提出をお願いいたします。※軽易なものは電話連

絡で可能な場合があります。

焼却を行う場合には場所、気象状況、方法等の条件

がありますので詳細については消防までお問い合わせ

ください。

西胆振行政事務組合伊達消防署壮瞥支署

（☎0142-66-2119）

水利除雪についてのお礼

町民の皆様におかれましてはご多忙の中

消火栓周囲の除雪をしていただき誠にあり

がとうございました。消火栓が雪に埋もれ

ることなく使用できる状態が保たれました。

職員一同感謝申し上げます。

今後とも消防業務にご理解ご協力よろし

くお願いします。

ゴミ焼きや枯草焼きで延焼拡大した火災が4月頃
に集中して発生しています。
枯草焼きなどから野火や林野火災へ延焼拡大した
火災の大部分は皆様一人ひとりの注意で防ぐことが
できます。
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■健康相談日（月〜金　9:00〜17:00）
健康や栄養に関する相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。

■運動器具開放（月〜金　9:00〜17:00）
保健センターには運動器具を置いています。利用状況を事前に確認の上、お気軽にご利用ください。

■母子健康手帳交付（月〜金　9:00〜17:00）
事前にご連絡の上、お越しください。

（
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
）

月
の
予
定

壮瞥小学校で｢認知症サポーター養成講座｣開催!
平成31年3月7日(木)壮瞥小学校6年生の教室において、認知症サポーター養成講座(認知症に

ついての正しい知識や、認知症の方への望ましい接し方を学ぶ講座)が行われました。

壮瞥町地域包括支援センター
保健師　高橋

社会福祉士　伊藤・松本
介護保険係　大本

寸劇を通して、認知症の方への
接し方を考えます ○×クイズ等で楽しく学びます

先生の演技に、
教室が沸く場面も

サポーターの証、
オレンジリングを渡します

地域のボランティアの方にも
協力していただきました

アンケートでは、「認知症の方に優しく接しようと思った」といった

感想があり、認知症の方をあたたかく見守る心を学んでいました。



家庭において、見やすいところに掲示してご利用ください。▼

平成31年

4月 まちのカレンダーまちのカレンダー
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日日曜日

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

7
北海道知事選挙及び
北海道議会議員選挙
投票日
7:00～18:00

8 12
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

13

14 17
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター　13:45～15:15
壮瞥町長選挙及び
壮瞥町議会議員選挙
期日前投票
山美湖研修室1・2
8:30～20:00

20

21
壮瞥町長選挙及び
壮瞥町議会議員選挙
投票日
7:00～18:00

22 26
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

27
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

5
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
壮瞥小学校入学式　10:00～
壮瞥中学校入学式　13:30～

1

北海道知事選挙及び
北海道議会議員選挙
期日前投票
山美湖研修室1・2
8:30～20:00

2 
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

3 
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター
13:45～15:15

16
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
健康麻雀サロン
保健センター
13:30～15:30

6

9
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
壮瞥高校入学式
9:30～

10
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30

15

24
胃がん・大腸がん検診
農村環境改善センター
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30

19
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

18
育児サークル
そうべつ保育所
10:00～12:00
図書分室開放日
13:00～16:00

25
胃がん・大腸がん検診
保健センター
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00 p20
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30※午前中のみ
図書分室開放日 13:00～16:00
古典サロン
図書分室　14:00～　p26

4 
図書分室開放日
13:00～16:00

11
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00 p20
図書分室開放日
13:00～16:00

23
胃がん・大腸がん検診
保健センター
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
「魔女の世界のとびら」展
山美湖図書室
5/12(日)まで　p26

28
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

29
昭和の日

山美湖休館日

5/3
憲法記念日

5/4
みどりの日

5/1
天皇の即位

5/2
国民の休日

30
国民の休日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

※時間帯の横にページ数が入っているものは、詳細情報が広報「そうべつ」に掲載されています。

収　　集　　地　　区

燃やせるごみ

週2回 月1回
生ごみ

週2回

古紙類 容器類
燃やせないごみ･大型ごみ 資　源　ご　み

02日
16日

月・木曜日 月・木曜日

火・金曜日火・金曜日

ダンボール・雑誌・
新聞紙・生きびん・
布類・紙パック

空き缶類・ペットボト
ル・カレットビン（茶
色・無色・その他）

久保内、上久保内、南久保内、蟠渓、幸内、弁景、

滝３、滝４、ほくと団地、壮瞥温泉、滝之上

仲洞爺、東湖畔、立香、しらかば団地、

滝之町（滝３、滝４、ほくと団地を除く）

Ａ

Ｂ

27日

03日
10日
17日
24日
5/1日
5/8日

5/7日

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

5/5
こどもの日
汲み取り業務休止
コミュニティタクシー
運行休止

5/6
振替休日

山美湖休館日

5/10
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00～16:00

5/11
魔女の部屋へようこそ
山美湖図書室
14:00～16:00 p26

5/8
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30／15:30～16:30
ふまねっと
保健センター　13:45～15:15

5/9
無料法律相談
山美湖1F小会議室
10:30～12:00 p20
図書分室開放日
13:00～16:00

5/7
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

資源ごみ（容器類）回収日



ゆーあいの家展示スペースのお知らせ
ゆーあいの家では、ロビーのスペースを活用して町内

の団体や個人の作品を展示しています。

【4月の展示】

田仁バドミントンクラブ大会参加者の結果

パッチワーク、手芸（前川裕子さん(滝之町））

裂き織り（織りひめ会）、絵画（風蘭）

バードカービング（バードカービング同好会）

いけばな小原流（大塚喜代美さん（滝之町））

書道（手塚ミキ子さん（滝之町））

和紙作品展（上野白湖さん（滝之町））

☆展示を見るだけの場合は無料で入館できます。

☆展示する作品を募集しています。

【お問い合わせ先】

北の湖記念館（☎0142-66-2201）

総務課防災・地域振興係 2019年4月1日号

おしらせ 町営住宅入居者募集

公営住宅
公営住宅は、政令月収が158千円を超える方は入

居申込みができません。（小学生以下のお子さんがい

る世帯や新婚世帯などは所得要件が緩和されますの

で詳しくはお問い合わせください。）

●壮瞥温泉団地（公営住宅）

住 所 壮瞥町字壮瞥温泉58番地1

建 設 年 度 平成10年建設 4号棟

戸 数 、 規 格 2階 3LDK(75.60㎡) 1戸(世帯用)

月 額 家 賃 家賃は収入によります。

（23,100～34,400円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷 金 家賃の3カ月分

全てに共通する案内事項
●入居資格
１．市町村民税等の滞納していない者
２．所得要件を満たす者
３．入居者及び同居者に暴力団員がいない者
４．町長が定める基準に該当する者

●申込方法
申請書は役場経済建設課建設係にありますので、
下記書類を用意の上、お申込みください。
・世帯全員の個人番号を確認できる書類の提示
・市町村民税等の滞納がないことを証する書類の
添付（完納証明や納税証明等）
また、その他に必要である場合は書類を求める
ことがあります。

●申込期間
平成31年4月1日(月)～平成31年4月15日(月)

※詳しくは壮瞥町役場経済建設課建設係までお問い
合わせください。（☎0142-66-2121）

※申込者多数の場合は書類選考その他公正な方法
により入居者を決定します。

連休中の汲み取り業務
休止のお知らせ

4月27日(土)～5月6日(月)までは、し尿処理汲み
取り業務及び受付をお休みします。
壮瞥町では，西胆振地域（伊達市、洞爺湖町、壮瞥
町、豊浦町）のし尿処理を伊達終末処理場で一括処
理しています。
そのため、汲み取りの受付をされても混雑状況により、
訪問するまで1週間以上お待たせする場合があります
ので余裕を持って申込みください。また基本的に希望
日の指定はご遠慮願います（仮設トイレについては相
談願います）。
汲み取り業務を円滑に行うため、ご協力をお願いし
ます。
【お問い合わせ・申込み先】
壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

子育て支援センター“げんき”
子育て中のお母さん、お父さんが安心して楽しく子育

てができるような場所、また、子育ての輪がひろがり仲

間が広がるような場所にしたいと思っています。

☆子育て支援センター開設曜日・時間☆

毎週月～金曜日／:9:00～17:00
※年末年始・土日祝日は閉所してます。
☆子育て支援センター開放事業☆
原則毎週火・金曜日／10:00～12:00
子どもと保護者（父母・祖父母）が、おもちゃで遊んだ
り、絵を描いたり、お友達をつくって楽しく過ごす場です。
お子さんの生活リズムに合わせてご利用ください。
☆4月の子育て支援センター開放日☆
2日(火) 5日(金) 9日(火) 12日(金)
16日(火) 19日(金) 23日(火) 26日(金)

☆育児サークル事業☆

月に1回木曜日／10:00～12:00
親子で遊んだり交流したり情報交換をする場です。
製作遊び・子どもの発達に関するお話・体をつかった
楽しい遊び・足育・栄養士のお話しなどを予定していま
す。また、身体測定も行います。
☆4月の育児サークル事業☆

18日(木) ひだまりの会読み聞かせ
身体測定、親子ふれあいあそび

☆育児相談事業☆
毎週月～金曜日／9：00～17：00
子育て支援センターでは、子育てに関する様々な相
談をお受けしています。子育てに関する質問等ござい
ましたらお気軽にご利用ください。
【お問い合わせ先】
子育て支援センター“げんき”
（☎0142-66-2452（そうべつ子どもセンター内））

道路工事のお知らせ
町道滝之町中島1号線の
工事を行います。
工事期間中は皆様にご不
便をおかけしますが、ご協力
をお願いいたします。
工期／
平成31年2月22日～9月6日
【お問い合わせ先】
壮瞥町役場経済建設課
建設係（☎0142-66-2121）

融雪期における事故の防止
事故を防止するため、次のことを心がけましょう。
●建物の出入りなど軒先を歩くときは屋根からの落雪
に注意
●空き家（倉庫や納屋なども含む）に近づかない
●増水した川には近づかない
●急な斜面には近づかない
●春山登山、春スキーなどでは雪崩の発生に注意
●大雨が予想される日は、一層地盤が緩むため土砂
災害の発生に注意
【お問い合わせ先】北海道総務部危機対策局危機対
策課（☎011-204-5008）

新入学（園）期の交通安全期間
期間／4月8日(月)から12日(金)までの5日間
これからの時期は、戸外で活動する機会が増え、
歩行者や自転車の利用者が交通事故に遭う危険性が
高まります。ドライバーの皆さんは、子供や高齢者を見かけたら、一時停止や徐行などの思いやりのある運転を行
いましょう。また、ドライバーはもちろん、歩行者や自転車の利用者も、交通ルールをしっかり守り、交通事故を自ら
のことと捉え行動しましょう。なお、北海道では、関係機関や団体と連携し、次のとおり『新入学（園）期の交通安全
期間』に伴う啓発活動を展開します。より多くの方が交通安全運動に参加し、交通ルールの遵守、思いやりのある
行動を実践することで、交通事故のない安全で安心な社会の実現を目指しましょう。

各施設のGW営業
○役場・教育委員会
○保健センター

（歯科診療所を含む）
○社会福祉協議会
○コミュニティタクシーの運行
○地域交流センター山美湖

4月29日(月)、5月6日(月)休館
○そうべつ情報館i（観光協会・サムズ）

通常営業（休みなし）
○ゆーあいの家

通常営業（休みなし）
○郷土資料館・横綱北の湖記念館

通常営業（休みなし）
○久保内ふれあいセンター

通常営業（5月1日(水)休み）
○来夢人の家

通常営業（4月30日(火)休み）
○メルトタワー21(西胆振地域廃棄物広域処理施設)

通常営業（休みなし）

4月27日(土)～
5月6日(月)休み



2019年度高齢者肺炎球菌予防接種の
お知らせ～接種費用の一部助成について～
高齢者肺炎球菌予防接種は、平成26年10月から65
歳になる年の方を対象に定期接種となりました。同時に
5年の間に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、
100歳以上になる方で過去に1度も高齢者肺炎球菌ワ
クチンを接種したことのない方についても国で助成され
ることになりました。今年度、その期間が5年間延長され
ることになりましたのでお知らせいたします。
定期接種の対象者は毎年異なるため、接種の機会を
逃さないように注意しましょう。対象年度の対象期間の
み接種費用の一部補助が受けられます。接種を希望さ
れる方は、この機会をご利用ください。
接種対象者／
①平成31年度に対象年齢になる方（ただし過去に1度
も高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人）
・昭和29年4月2日生～昭和30年4月1日生の65歳
・昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日生の70歳
・昭和19年4月2日生～昭和20年4月1日生の75歳
・昭和14年4月2日生～昭和15年4月1日生の80歳
・昭和9年4月2日生～昭和10年4月1日生の85歳
・昭和4年4月2日生～昭和5年4月1日生の90歳
・大正13年4月2日生～大正14年4月1日生の95歳
・大正9年4月1日生以前の方（100歳以上）

※対象者の方については4月上旬にハガキによる個別
通知を送付します。
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能
またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を
有する方（身体障碍者手帳1級程度）※手帳をお持
ちになり病院へお申し込みください。
接種期間／
平成31年4月1日(月)～平成32年3月31日(火)
※費用助成を受けられるのは生涯に1回のみです。接
種期間内に受けられなかった場合は定期接種の対
象にはなりません。
接種費用／
2,300円（消費税8％の期間 4月1日～9月30日）
2,400円（消費税10％の期間 10月1日～3月31日）
※消費税の変更に伴い料金も変わりますのでご注意く
ださい。
（町民税非課税世帯、生活保護受給者は無料になりま
す。手続きが必要です）
接種できる医療機関／
壮瞥町内はそうべつ温泉病院で受けられます。ハガキ
を持参の上受診してください。それ以外の医療機関につ
いては直接お問い合わせください。
【お問い合わせ先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

4月歯科救急医療実施について
下記のとおり実施します。受付時間は9：00～11：00です。

月　日 診　療　所 所　在　地 電　話

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

愛歯科 登別市中央町2-12-12 0143-88-1181

福田歯科 室蘭市輪西町2-8-2 0143-45-6106

さくら歯科・矯正歯科 伊達市舟岡町208-27 0142-21-4108

4月21日 柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

4月28日 すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 0143-46-3434

ふかせ歯科 登別市中央町2-16-4 0143-85-2477

宮内歯科医院 伊達市鹿島町41 0142-23-4812

4月7日

4月14日

4月29日
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かおりの教室
『かおりでストレスケア』
ストレスって何？から、香りを活用しての過ごし方を
ご案内。リラックスにお勧めな香りを嗅いでいただき、
アロマ石鹸とバスソルトを作成します。
気軽にご参加くださいね。
日程／4月24日(水) 10:00～11:30
会場／壮瞥町交流センター山美湖
対象者／興味のある方ならどなた様でも
参加料／1,000円
申込み／4月20日(土)まで
『手作りコスメ体験会・春の保湿化粧水作り』
天然成分を活用して作るオリジナルコスメ作り。ご
興味のある方ならどなた様でもご参加いただけます。
日程／4月17日(水) 10:00～11:30
会場／壮瞥町交流センター山美湖
対象者／興味のある方ならどなた様でも
参加料／1,500円
申込み／4月13日(土)まで
※5月は22日(水)に『物忘れ防止と香りの関係』をご
案内いたします。
※出張・リクエストレッスンも承っております。料金・
内容など気軽にお問い合わせくださいね。
講師／
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター 松浦雅子
【お問い合わせ先】
☎090-1522-7840（松浦）
メール aromacosme2016@gmail.com
*:･’ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･*:･’ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*･ﾟﾟ･*:.｡..｡.:*

「みんなの掲示板」コーナーについて

町民の皆さん等が主催する催し物のお知らせ

や会員募集などの掲載をご希望の方は、以下ま

でお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災・地域振興係

（☎66-2121）
メール／kikaku@town.sobetsu.lg.jp

みんなの掲示板

乳がん検診のお知らせ
6月に毎年実施している乳がん検診を、6月12日に
実施します。マンモグラフィは、乳房のレントゲン検査
のことで、乳房を挟んで圧迫して撮影します。
視診・触診では見つかりにくい小さながんも発見でき
るといわれています。
乳がんは、30代から増加し始め、40～50代がピーク
と、比較的若い世代でも多くなっています。町の検診
では、35歳以上の女性であれば受けることができます
ので、この機会に検診を受け、早期発見に努めましょ
う。
実施日／平成31年6月12日(水)
実施場所／壮瞥町保健センター
検診内容／乳がん検診（マンモグラフィのみ）
※視触診（医師の診察）はありません
対象者／35歳以上の女性（定員60名）
※事前申込みが必要です！
※妊娠中、妊娠の可能性のある方はご遠慮願います。
料金／1,500円（国保・後期・生保500円）
時間／①8:30～8:45 ②9:00～9:15

③9:30～9:45 ④10:00～10:15
⑤10:30～10:45 ⑥11:00～11:15

※コミタク利用の場合、2便を使うと⑤の時間帯で受け
られます。
申込み締切／5月15日(水)
【お問い合わせ・申込み先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

各時間
定員10名

胃がん・大腸がん検診
【申込み締め切り 4月15日(月)です！】
平成28年にがんと診断された人の中で1番多かった
のは大腸がん、2番目に多かったのは胃がんでした。し
かし、胃がんや大腸がんになっても、早期のうちに見つ
けて治療を開始すれば、ほとんどは治すことができま
す。早期がんは自覚症状がないため、発見するには
年に１回のがん検診が重要です！「自分は大丈夫」と
思わず、是非この機会に検診を受けましょう。
検診日・場所／
・4月23日(火)：壮瞥町保健センター
・4月24日(水)：農村環境改善センター
・4月25日(木)：壮瞥町保健センター
受付時間／①6:30～7:00 ②7:30～8:00

③8:30～9:00 ④9:30～10:00
※農村環境改善センターは①②③の受付になります。
対象となる方／
30才以上の町民（妊娠中の方は除きます）
検診料金／
胃がん検診：1,500円（国保・後期・生保は500円）
大腸がん検診：1,100円（国保・後期・生保は100円）
検診方法／
胃がん検診：バリウムを飲み、エックス線で検査します。
大腸がん検診：専用の検査容器に便を2日間分採取
します。
（※便の表面をこすり取るだけの簡単な方法です）
【お問い合わせ・申込み先】
壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

リサイクルプラザ
「きめこみパッチワーク講座」
目打ちできめこむだけの簡単パッチワーク！
開催日時／4月20日(土)10:30～16:00
定員／15名(先着順)
参加費／900円～3,000円
開催場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込期日／4月5日(金)～4月12日(金)まで
「和こものつくり講座～招き猫～」
不要になった着物を利用して小物作りをします。
開催日時／4月11日(木)・14日(日)・18日(木)・
21日(日)10:30～15:30
定員／15名(先着順)
参加費／1,500円
持ち物／裁縫道具一式、お弁当
開催場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込期日／4月4日(木)～前日まで
「ハーバリウム ワークショップ」
開催日時／4月9日(火)・13日(土)・20日(土)・23日
(火)各10:30～12:30
定員／各10名(先着順)
参加費／1,700円～5,000円
開催場所／西いぶりリサイクルプラザ2階
申込期日／各前日まで
【お問い合わせ・申込み先】
西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）


