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壮瞥小学校運動会・壮瞥中学校体育大会
６月８日㈯、壮瞥小学校にて運動会が行われました。

雨予報を吹き飛ばし晴天に恵まれた運動会。児童の

皆さんは一生懸命競技に取り組み、応援に来てくれた

保護者の皆さんなどと楽しい１日を過ごしました。

また、5月26日㈰には壮瞥中学校で体育大会が行わ

れました。

12ページには運動会・体育大会スナップ集がありま

す！
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２ 後期高齢者医療制度のお知らせ
４ 10月からプレミアム付商品券を販売します
５ 参議院議員通常選挙の投票日
６ 気象災害から身を守るために気象台からの情報です
７ 国民年金からのお知らせ
８ なくそう！望まない受動喫煙
９ 地域おこし協力隊NOW！、オーロラだより
10 ジオパーク通信
11 まちのほっとニュース
12 運動会・体育大会スナップ集
14 お知らせINFORMATION
18 生涯学習情報・山美湖
20 やまびこ図書室
22 駐在所だより
23 こちら消防です
24 すまいる
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後期高齢者医療制度のお知らせ
平成31年度（2019年度）の保険料のお支払いと
保険証（被保険者証）の一斉更新について

平成31年度（2019年度）の保険料につきましては、7月に個別にお知らせします。

≪保険料の計算方法≫

○1年間の保険料の上限額は、平成31年度（2019年度）は62万円になります。

○年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

①均等割の軽減（年額）
●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。

●昭和29年1月1日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。

※平成31年度（2019年度）から、均等割5割軽減・2割軽減の軽減判定所得が拡充されました。平成31年度（2019年度）

から、軽減特例の見直しにより9割軽減から8割軽減に変更になりました。8.5割軽減に該当する方の軽減特例の見直

しは平成32年度（2020年度）に実施予定です。

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割が

かからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります（50,205円→25,102円）。

※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民

健康保険等は含まれません。

保険料のお支払いが困難な場合は、住民福祉課住民係へご相談ください。

災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困難

な方については、保険料の減免が受けられる場合があります。

■7月に保険料額をお知らせします

◆保険料の軽減

◆保険料の減免

◆保険料のお支払い方法

均等割
【１人当たりの額】

50,205円

所得割
【本人の所得に応じた額】

（平成30年中の所得ｰ33万円）×
10.59％

＋ ＝
1年間の保険料
【限度額62万円】

（100円未満切り捨て）

保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

●「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。

●税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。

（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

「口座振替」を希望される方は、下記のいずれかの金融機関でお手続きください。

●伊達信用金庫壮瞥支店　　●とうや湖農業協同組合　　●ゆうちょ銀行

（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

現在ご使用の水色の減額認定証の有効期限が2019年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。有

効期間は保険証と同じく1年間です。引き続き交付対象に該当する方は7月中に減額認定証を交付し

ますので、8月1日からは黄緑色の減額認定証をご使用ください。新たに必要となる方は、下記の交

付要件に該当することをご確認の上、住民福祉課住民係へ申請してください。
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◆医療費通知の活用について

■保険証が新しくなります（桃色→橙色）

【お問い合わせ先】北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062 札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館6階（☎011-290-5601）

役場住民福祉課 住民係（☎0142-66-2121）

現在ご使用の桃色の保険証の有効期限が2019年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用で

きなくなります。

7月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、橙色の保険証をご使用ください。

○新しい保険証の有効期限は、2020年7月31日です。
○紛失したときや､汚れたときは再交付しますので､住民福祉課住民係までお申し出ください。

減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方

○世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方

○世帯全員の所得が０円の方（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）

○老齢福祉年金を受給されている方

区分Ⅰ

区分Ⅱ

現在ご使用の水色の限度証の有効期限が2019年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。有効期

間は保険証と同じく1年間です。引き続き交付対象に該当する方は7月中に限度証を交付しますので、8月1日からは黄緑色の限度

証をご使用ください。新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、住民福祉課住民係へ申請してくだ

さい。

■限度証（限度額適用認定証）も新しくなります（水色→黄緑色）

広域連合では被保険者の皆様の医療

費総額などについてお知らせする「医

療費通知」を、対象期間に医療機関等

を受診した全ての被保険者の皆様へ送

付しています。

発送月は、9月下旬と3月初旬の年2回

です。

※この通知は皆様の受診
状況についてお知らせ
するもので請求書では
ありません。

※この通知は医療費控除
の申告手続きで医療費
の明細書として使用す
ることができます。医
療費控除の申告に関す
ることは、税務署にお
問い合わせください。

■医療費通知を全受診者へ送付しています

限度証の交付対象…次の3区分のうち､現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯

にいる被保険者の方

現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険

者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役並みⅢ・Ⅱに該当しない3割負担の方と、その方と同一世帯

にいる被保険者の方

現役並みⅢ

現役並みⅡ

現役並みⅠ

新しい限度証は黄緑色です

新しい保険証は橙色です

■減額認定証（限度額適用･標準負担額減額認定証）も新しくなります（水色→黄緑色）

新しい減額認定証は黄緑色です

【イメージ図】

○医療費の推移が一目でわかるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
○健康診査など、皆様の健康保持・増進に役立つ情報が記載されています。
○診療日数等に間違いがないか確認しましょう。
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〜10月からプレミアム付商品券を販売します〜

【問い合わせ先】住民福祉課福祉係（☎0142-66-2340 保健センター）

【取扱店登録申込先】壮瞥町商工会（☎0142-66-2151）

10月からの消費税率等の引き上げによる家計に与える影響の緩和と消費を促し、下支えする

ため、住民税非課税世帯と子育て世帯の世帯主向けの「プレミアム付商品券」を販売します。

対　　　象 商品券と販売額 購入手順

令和元年度の住民税が課税さ
れていない方で、平成31年1
月1日現在、壮瞥町に住民登録
がある方
※住民税が課税されている方
の被扶養者（配偶者等）、生
活保護受給者等は購入対象
外です。

3歳未満の子ども（平成28年
4月2日）以降に生まれた子ど
もがいる世帯の世帯主で、壮
瞥町に住民登録がある方

1人につき5冊まで
5,000円

（販売額4,000円）
から

25,000円
（販売額20,000円）
※購入は１冊単位です。

子ども1人につき5冊まで
5,000円

（販売額4,000円）
から

25,000円
（販売額20,000円）
※購入は１冊単位です。

8月以降に町から対象者に
①「購入引換券交付申請書」を
郵送
②「申請書」を町に提出
③審査後、町から「引換券」を
郵送

↓
「引換券」を伊達信用金庫壮瞥
支店に持参し、商品券を購入

9月以降に町から対象者に
①「購入引換券交付申請書」を
郵送
②「申請書」を町に提出
③審査後、町から「引換券」を
郵送

↓
「引換券」を伊達信用金庫壮瞥
支店に持参し、商品券を購入

〜プレミアム付商品券取扱店の募集について〜
町では、今年10月から使用できる町内共通のプレミアム付商品券を使用できる「取扱店」

の募集を行いますので、販売促進、店舗・商品のＰＲ機会として、是非ご応募ください。

名　　　　称 壮瞥町プレミアム付商品券
使用可能期間 令和元年10月1日㈫～令和2年2月29日㈯
参 加 資 格
壮瞥町内に店舗、事業所等を有する個人または法人とし、詳しくは壮瞥町商工会から配

付される募集要項をご覧ください。
なお、壮瞥町内の店舗、事業所に限り商品券を使用できるものとします。
申 込 方 法
募集要項の「取扱店登録申込書」に必要事項を記入し、壮瞥町商工会へ持参又は郵送で

ご提出ください。壮瞥町のホームページにも様式を掲載しております。
登録申込期間 令和元年7月1日㈪～令和元年7月16日㈫

※上記期間以降も随時受け付けますが、町広報紙への掲載は当月15日ま
でに申請のあったものについて、翌月の広報紙に掲載します。
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参議院議員通常選挙の投票日参議院議員通常選挙の投票日

77月月2211日日㈰㈰ 公　示　日　公　示　日　77月月44日日
期日前投票　期日前投票　77月月55日日

～～77月月2020日日

第25回参議院議員通常選挙は7月4㈭に公示され、7月21日㈰に投票が行われます。私たち

の意志を国政に反映させるための大事な選挙です。

忘れずに投票に行きましょう。

●選挙区選出議員の選挙は、投票用紙に「候補者名」を記入して投票してください。

●比例代表選出議員の選挙は、投票用紙に「候補者名」又は「政党名」を記入して投

票してください。

■期日前投票
投票日当日、仕事や旅行等の都合で投票ができない方は、投票日前に投票ができる「期日前

投票制度」がありますのでご利用ください。

【場所】 壮瞥町地域交流センター2階

【時間】 午前8時30分〜午後8時

【期間】 7月5日㈮〜7月20日㈯　

■壮瞥町で投票できる人
平成13年7月22日までに生まれ、平成31年4月3日までに壮瞥町に住民登録をして、引き続

き3ヶ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人。

平成31年4月4日以後に壮瞥町に転入届けを出した人で、前住所地の選挙人名簿に登録され

ている人は、前住所地での投票となります。

転入転出などをした方で、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。

■投票区について
4月の統一地方選挙から、一部の地区で投票区が変更となりました。

投票日当日は、入場券に記載されている投票所において投票されますよう、お願いします。

投票日当日のサイレン吹鳴について
投票日当日、投票啓発のために全町一斉にサイレンを吹鳴いたしますので、火災

警報とお間違えのないようお願いいたします。

○サイレン吹鳴日時　　令和元年7月21日㈰

午前7時と午後5時の2回（約20秒間）

～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　全投票所　午前7時～午後6時
■ 投票場所　入場券に記載された投票所

※投票の際には入場券をお持ちください。

【お問い合わせ先】壮瞥町選挙管理委員会（☎0142-66-2121）
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気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ気象台からの防災メモ

毎年、全国各地で大雨による災害が発生しており、平成28年には北海道においても

台風等の大雨により広い範囲で土砂災害、洪水害、浸水害に見舞われました。

このため、気象庁では、大雨などによる災害をさらに減らす取り組みとして、平成

29年から新たな情報を提供しています。

１．「警報級の可能性」（気象庁ホームページで公開中）

台風の接近時など、

現在はさほど雨や風な

どが強くなくても、５

日先までに警報発表が

予測される場合に、警

報発表の可能性を［高］

と［中］の２段階に色

分けした図表を用いて

発表します。（図１）

気象災害から身を守るために気象台からの情報です

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

これらの情報をご利用いただき、安全確保のための早めの行動をお願いします。

気象庁ホームページＵＲＬ：https://www.jma.go.jp/jma/index.html

２．「危険度を色分けした時系列」（気象庁ホームページで公開中）

これまでは文章のみで発表されていた気象警報・注意報を、一目で分かるように、

図２のように危険度を時間ごとに色分けして視覚的に分かりやすくしました。

図１　５日先までの警報級の可能性を色分けした図表

図２　危険度が高まる時間帯を時系列に色分けした図表
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国民年金からのお知らせ
年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

日本年金機構の全国の年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、

「事前予約」を行っています。お待たせ時間の少ない「予約相談」をぜひご利用く

ださい。

◆予約相談希望日の１か月前から前日まで受付しています。

◆お申込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用

意ください。

ご予約の方法は、全国共通の予約専用受付電話「☎0570-05-4890」またはお近

くの年金事務所へ電話・来訪時にお申込みください。

日本年金機構等職員を装った不審電話にご注意ください！

全国各地で、「日本年金機構」や「社会保険庁」もしくは「厚生労働省」などの

職員と称して、現金を詐取したり、銀行口座番号や家族構成、預貯金額を聞くなど、

不審な電話や訪問があった等というお問い合わせが寄せられています。

また、“年金関係の書類”を配達できないなどと言って、運送会社を名乗り、職

業や会社名などの情報を入手しようとする電話があったというお問合せも寄せられ

ています。

日本年金機構職員及び委託事業者が訪問する際は、必ず写真付身分証明書を携行

し、お客様に提示いたします。

なお、委託事業者の訪問員が現金をお預かりすることはありません。

不審な点を感じたら、できるだけ１人で対応せず、相手の名前や所属、用件を聞

いて、メモを控えて家族等に相談してください。

怪しいなと感じたら、口座番号等の個人情報を話したり、現金を支払ったり、振

り込みをせずに、お近くの年金事務所または警察へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 室蘭年金事務所（☎0143-50-1004）

役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）
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【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター（☎0142-66-2340）

たばこを吸う人も吸わない人も

マナーからルールへ

平成30年７月、健康増進法の一部を改正する

法律が成立しました。このことで、望まない受

動喫煙を防止するための取組は「マナーからル

ールへ」へと変わります。

たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせ

るように改正の内容を正しく理解し、みんなの

力で望まない受動喫煙をなくしましょう。

なくそう!

望まない望まない
受動喫煙受動喫煙

法律はこのような考え方で改正されました

受動喫煙の対策はすでに始まっています。7月1日からは、役場や小中高等学校、保育

所、子どもセンター、病院などで屋内・敷地内とも禁煙になります。更に来年4月1日

からは、これら施設以外でも原則屋内禁煙となります。受動喫煙対策に御協力をお願

いします。

望まない受動喫煙を

なくすこと

子どもや患者などに

特に配慮すること

施設の種類や場所で

対策を実施すること

受動喫煙を望まない人が、
屋内で受動喫煙にさらされ
るような状況をなくします。

20歳未満の人や病気の人が
主に利用する施設や屋外に
ついて、受動喫煙対策が徹

底されます。

施設において、場所ごとに
異なる喫煙ルールを定め、
喫煙室には標識の掲示が義

務付けられます。
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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。

「壮瞥初！そうべつ手しごと市開催のお知らせ！」

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!

6月8日に放送された北海道テレビのLOVE HOKKAIDOですが、視聴いただいた皆様から沢山のお

声を頂きました。ありがとうございます。

移住者から見た壮瞥の魅力をお伝えした番組でしたが、色んな方に伝わったら幸いです。最近は移

住の相談を受けることも多く、空き家探しのお手伝いもしているのですが、その中でよく言われるの

が、「壮瞥は子育てや教育に力を入れている町でとってもいいよね！」というご意見でした。子育て住

宅やフィンランドへの海外研修、図書室での取り組み、郷土史講座などに加えて、移住インタビュー

のページで取り上げている教育に関してのインタビュー記事など、子育て世代へのPRが身になってき

ているということだと思います。壮瞥が今後さらに発展していくことを願っています。さて、タイト

ルにもありますが、この広報でも以前お知らせいたしました、私が取

り組む古民家にて、壮瞥初となるイベント開催をいたします。その名

も「そうべつ手しごと市」です。

壮瞥には実は手の器用な方が沢山いて、各々に手仕事活動をしてい

るのをご存知でしょうか？そんな素敵な壮瞥町で活動する作家さんを

集めてとっておきの作品を展示したり販売会をしたりできないか？と

いうことと、作家さん同士のつながりを深めながら壮瞥の新たな魅力

として、壮瞥発信で何かPRしていけないか？という町おこし的な意味

が込められたイベントです。まずはやってみて課題と向き合いながら

名物イベントに育てていきたいと思います。是非お越しください！

そうべつ手しごと市　2019.7.5-6 10:00-16:00

壮瞥温泉74-1

TOYACAFEにて（旧カフェジャリブがあった場所です。）

オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)オーロラだより−すみれのフィンランド留学記−(10)

1年が過ぎて…
Moi！
私が通うフィンランドの高校では6月1日に終業パーティーが行われ2日から2か月間の

夏休みが始まりました。私が昨年の夏、ケミヤルヴィ市に引っ越してから1年がたとうと
しています。言葉も文化も違う国で現地の学校に通うということは決して楽しいことだけ
ではなく、きついこともたくさんあり

ましたが、多様な人々や考え方に触れることができ、
将来を考えたうえでもとても有意義な1年でした。送

り出してくれた家族、日本から応援してくれている
方々、フィンランドのホストファミリー、友人、先生

方には感謝の気持ちでいっぱいです。
そして壮瞥町とケミヤルヴィ市、フィンランドをつ

なぐ架け橋になりたいという思いは留学を決意したと
きから変わりません。高校生の私ができることは限ら
れていますが、この広報の連載を通じて皆様にフィン
ランドでの生活を伝えられることはとても嬉しいです。
卒業までケミヤルヴィ市の高校に通う予定ですのでこ
れからもよろしくお願いいたします。

７月上旬のケミヤルヴィ市の湖の風景。
日の沈まない白夜の時期です。
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ジオパーク通信ジオパーク通信
第　84 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）

ジオパークは、４年に１度の再認定審査を受け、一定のレベルの高さを維持することが義

務づけられています。
洞爺湖有珠山ジオパークは、2017年のユネスコ世界ジオパーク（UGGp）の再認定審査で

「２年間の条件付再認定」という結果でした。今年はユネスコ執行委員会で選ばれた下記２

名の審査員が来道し、前回の指摘事項の改善状況を確認する予定です。

○再認定審査期間　2019年7月26日㈮～7月28日㈰

パトリシオ・

メロー教授

Prof.Dr.Patricio Melo

・ブラジル

・アラリぺUGGp事務局長

・カリリ地域大学学長

・世界ジオパークネット

ワーク執行委員会委員

メロー教授が在籍する

アラリぺ　ユネスコ世界ジオパーク

（Geopark Araripe）

1億2千万年前の
トンボの化石（HPより）

白亜紀の砂岩層
（HPより）

ブラジル北東部のセアラー州に位置し、

2006年に世界ジオパーク認定を受けた。

古生物学の研究が進んでいて、特に白

亜紀前期（約１億２千万年前）の化石の

産地として世界的に有名な地域。

プレカンブリア紀、古生代、中生代の

化石の他、地域

の先住民族の歴

史文化について

も普及活動を行

っている。

ヘニング・

ツェルマー博士

Dr.Henning Zellmer

・ドイツ

・ハルツ・ブラウンシュ

ヴァイガー・ラント・

オストファーレンUGGp

の地質学者

ヘニング博士が在籍する

ハルツ・ブラウンシュヴァイガー・
ラント・オストファーレン　UGGp

（Geopark Harz Braunschweiger Land Ostfalen）

ベルリンから西へ約240kmに位置し、

2005年に世界ジオパークの認定を受けた。

古生代の堆積岩・火成岩でできたハル

ツ山脈と、その北側にある、化石を多く

含むブラウンシュヴァイガー・ラント地

域で構成されている。ハルツ地方の鉱山

は約1000年の歴史があり、産出する鉄鉱

石や岩塩、石油等がドイツの産業を支え

てきた。

ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！ユネスコ世界ジオパークの再認定審査が行われます！

〜 審査員の紹介 〜
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堀口一夫さん、旭日単光章　叙勲受章おめでとうございます

壮瞥町商工会会長の堀口一夫氏が旭日単光章を受賞され、
令和元年５月27日㈪に東京都グランドプリンスホテル新高輪

にて伝達式が執り行われました。また、翌日には皇居にて天
皇陛下にご夫妻で拝謁を賜りました。
堀口さんは、平成15年５月壮瞥町商工会会長に就任、平成

24年７月からは、北海道胆振管内商工会連合会会長、北海道

商工会連合会理事を務め、全道商工会組織の基盤確立にご尽
力されたほか、平成８年から昭和新山国際雪合戦実行委員会

の委員長を長年勤め、雪合戦を地域の一大イベントに発展さ
せるなど地域振興に大きく貢献された功績が認められ、この
たびの受章となりました。
誠におめでとうございます。

剣道　全国大会出場決定

６月16日㈰、恵庭市総合体育館で行われた第43回北海道道

場少年剣道大会の小学生団体の部において、壮瞥竹友会チー
ム（小田竜太郎君（５年）、池田拓未君（６年）、毛利いぶき
君（６年）、金子心春さん（５年）、松浦遼河君（６年））が
ベスト８の座を射止め、２年連続で全国大会への切符を手に
しました。準々決勝で優勝した札幌若草スポーツ少年剣道部

に敗れたものの、果敢に攻めた積極的な試合ぶりでした。
７月29日㈪に日本武道館で行われる第54回全国道場少年剣

道大会に向けて、さらに熱の入った稽古になりそうです。大
舞台での活躍に向けてがんばってください。

役場前花壇の花植え

６月１日㈯、バス停や役場を利用する方の心が和む
ようにと役場職員も参加し、役場前停留所ロータリー
にきれいな花壇が整備されました。花壇に植えられた
花の苗や種などは、道栄建設㈱、壮建興業㈱より提供

していただきました。これは地域貢献活動の一環とし
て行われたものです。道栄建設㈱、壮建興業㈱の皆さ
ん、本当にありがとうございました。
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壮瞥中学校 -５月26日㈰-

運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集
５月26日㈰に壮瞥中学校で体育大会が、６月８日㈯に壮瞥小学校で運動会がそれぞれ開催されました。

児童・生徒の皆さんは一生懸命に日頃の練習成果を発揮していました。

それぞれにたくさんの応援を受けて、保護者の皆さんや地域の皆さんと一緒に汗を流しました。

各校の当日の様子をスナップでご紹介します。

運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集運動会･体育大会スナップ集

宣誓！

うまく
いったぞ〜！

うだるような暑さの１日でした

大
人
に
は

負
け
な
い
ぞ
！

宇宙まで
飛んでいけ〜！
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壮瞥小学校 -６月8日㈯-

たくさん
入れー！

負
け
な
い
ぞ
！ビシっと決まった！

まっすぐ転がれ〜〜！

ヤーレン
ソーラン

ＹＭＣＡ〜
ＹＭＣＡ〜



壮瞥町では次のとおり職員を募集いたします。

採用職種・採用予定者数及び採用予定日／

受験資格／

※高校卒には、短大及び専門学校卒も含まれます。

※卒業見込みの方が卒業できなかった場合は、採

用を取り消します。

欠格事項／日本国籍を有しない者、又は地方公務

員法第16条に該当する者は、上記資格を有して

いても受験できません。

試験方法／

第１次試験

(1)大学卒：教養試験、論文試験、一般性格診断

検査

(2)高校卒（短大及び専門学校卒含む）：教養試

験、作文試験、適性試験、一般性格診断検査

第2次試験：第1次試験合格者に対して面接試験

試験日時・試験会場及び合格発表／

第1次試験

日時：令和元年9月22日㈰午前9時10分

午前8時40分までに集合

会場：室蘭中小企業センター

室蘭市東町4丁目29番1号

（☎0143-43-3619）

(1)開場　午前8時30分

(2)着席　午前9時00分

(3)終了予定

大学卒：午後1時50分　高校卒：午後2時30分

※合格発表は、10月上旬に各受験者に通知しま

す。

お知らせ

7
JULY
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第2次試験

第1次試験合格者に日時、会場等を通知します。

受験手続

申込書等の請求方法／

壮瞥町のホームページから申込書をダウンロー

ドすることができます。また、直接役場の窓口

でも受け取れます。

提出書類等／

(1)受験申込書（町指定のもの）

(2)試験申込書（町指定のもの）

(3)成績証明書

(4)最終学歴の卒業証明書又は卒業見込み証明書

(5)資格を有していることのわかる証明書等の写

し

(6)写真2枚（縦4.0㎝×横3.0㎝で最近６か月以内

に撮影したもの。各受験申込書に貼ってくだ

さい。）

(7)受験票送付用封筒（表書きに受験者の住所、

氏名及び郵便番号を記載し、82円切手を貼付

してください。）

受付期間／令和元年7月1日㈪から7月31日㈬まで

の平日、午前8時45分から午後5時30分まで受付

けます。（土日祝日は受付できません。）

郵送の場合は令和元年7月31日㈬までの消印に限

り受付します。

申込書等の提出先及び問合せ／

〒052-0101  

北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地7

壮瞥町役場総務課総務係

（☎0142-66-2121 FAX0142-66-7001）

その他／

(1)身体に障害のある方で、試験当日の受験に際

して車椅子等を使用することについて、特に

要望のある方はあらかじめ、連絡願います。

(2)試験当日、携帯電話機等は他の受験者の妨げ

になりますので、試験会場への持ち込みは一

切禁止いたします。

(3)壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定で

す。

・高校卒148,600円

・短大卒161,300円

・大学卒180,700円

※採用前の経歴に応じて、これ以上になる場合

があります。

壮瞥町職員の募集について

INF
OR

MA
TIO

N

職　種 学　歴 資格等 年齢要件

一般事務 高校卒業以

上（令和２

年３月卒業

見込者を含

む）

・採用後、壮

瞥町内に居

住可能な方

・普通自動車

免許を有す

る方、又は、

採用時まで

に取得見込

みの方

昭和59年４

月２日以降

に生まれた

者

職　種 採用人数 採用予定日

一般事務 若干名 令和2年4月1日
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◆第７回「遺言の方式」

Ｑ遺言書を作成しようと思います。遺言書には決まっ
た方式があると聞いたのですが，どのようなもので

すか？

Ａ遺言書の代表的な方式としては，自筆証書遺言と

公正証書遺言があります。

⑴自筆証書遺言は，文字どおり遺言者が遺言書の

全文を自筆します（※）。作成日付を入れ，押印

も必要です。手軽で費用も掛かりませんが，法律

で定められた要件を満たしているか，内容が明確

であるかなどの問題が生じる可能性があります。

また，遺言者が亡くなったあと，家庭裁判所で

「検認」を受けなければなりません。さらに，遺

言書自体が見つけられなかったり，破棄されるお

それがあります。

（※）従前は，財産目録も全文自筆しなければな

りませんでしたが，平成31年１月13日から，自

筆によらない財産目録（パソコン等で作成した目

録や，銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証

明書等。ただし，署名押印が必要です。）を添付

することができるようになりました。

⑵公正証書遺言は，証人２人以上の立会いのもと

で公証人に作成してもらうものです。作成の際に

は一定の手続が必要で費用も掛かります。しか

し，専門家である公証人に作成してもらうので，

最も確実に遺言を残すことができます。

また，家庭裁判所の検認手続も不要です。

遺言書についてお困りの際は，司法書士又は公証役

場にお気軽にご相談してください。

【お問合せ先】

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/

生活費が足りなくて困っている、就職したいけれど

決まらない、借金の返済で生活が圧迫されている、子

どもが引きこもっているなど現在の生活にお困りの方

のご相談を広く受け付けます。

ご予約は不要ですので当日会場にお越しください。

また、当日お越しになれない方は、電話での相談も

受け付けております。

お気軽に問い合わせ先の番号までお電話ください。

日時／７月19日㈮　午前10時〜午前11時

開催場所／壮瞥町地域交流センター「山美湖」

小会議室

【問い合わせ】

生活就労サポートセンターいぶり

（☎0120-09-0783）

登記・相続に関するＱ＆Ａ　

INF
OR

MA
TIO

N

生活、仕事、家計、家族の
悩み相談会のご案内　INF

OR
MA

TIO
N
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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

INF
OR

MA
TIO

N

※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） ※8月22日㈭については、都合により役場1階相談室

【申込み・お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

令和元年7月11日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 令和元年7月05日(金)

令和元年7月25日(木) 高　村弁護士(むろらん法律事務所) 令和元年7月19日(金)

令和元年8月08日(木) 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和元年8月02日(金)

令和元年8月22日(木) 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和元年8月16日(金)

令和元年9月12日(木) 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和元年9月06日(金)

令和元年9月26日(木) 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和元年9月20日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限
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①海上保安学校学生採用試験

採用年月／2020年（令和２）年４月

受付期間／

インターネット：

７月16日㈫9:00〜７月25日㈭受信有効

郵送：７月16日㈫〜７月18日㈭通信日付有効

第１次試験日／９月22日㈰

※合格発表：10月９日㈬

試験地／札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧

路市

第２次試験日／10月15日㈫〜10月24日㈭

※１次試験の合格者等により試験

日程が決まります。

試験地／小樽市

最終合格発表日／11月19日㈫

※航空課程は、第３次試験まで実施します。

試験日／11月30日㈯〜12月10日㈫

試験地／東京

最終合格発表／令和２年１月16日㈭

受験資格／

①平成31年４月１日において高等学校又は中等

教育学校を卒業した日の翌日から起算して５

年を経過していない者

②令和２年３月までに高等学校又は中等教育学

校を卒業する見込みの者　など

採用予定数／

船舶運航システム課程：約180名

航空課程：約25名

情報システム課程：約60名

管制課程：約20名

海洋科学課程：約15名

※採用予定数は前年予定数を記載（今後変動す

ることがあります。）

②海上保安大学校学生採用試験

採用年月／2020年（令和２）年４月

受付期間／

インターネット：

８月22日㈭9:00〜９月２日㈪受信有効

郵送：８月22日㈭〜８月26日㈪通信日付有効

第１次試験日／10月26日㈯、27日㈰

※合格発表：12月６日㈮

試験地／札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧

路市

第２次試験日／12月13日㈮

試験地／小樽市

最終合格発表日／令和２年１月16日㈭

受験資格／

①平成31年４月１日において高等学校又は中等

教育学校を卒業した日の翌日から起算して２

年を経過していない者

②令和２年３月までに高等学校又は中等教育学

校を卒業する見込みの者　など

採用予定数／約60名

※採用予定数は前年予定数を記載（今後変動する

ことがあります。）

【お問い合わせ先】

採用試験：人事院ホームページ（国家公務員採用

試験情報ＮＡＶＩ）

海上保安業務・学校教育：海上保安庁又は海上保

安学校のホームページをご覧いただくか、室蘭

海上保安部（☎0143-23-0118）へお問い合わせ

ください。

◆源泉所得税及び復興特別所得税の納期の特例に

係る納期限

「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けてい

る源泉徴収義務者の方が、本年１月から６月まで

に支払った給与等や退職手当等、税理士等の報

酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別

所得税は、７月10日㈬が納期限となっております

ので、期限内に必ず納付願います。納期限から遅

れて納付した場合には、加算税や延滞税がかかる

ことがあります。

●税額の算出については、「平成31年（2019年）

分の源泉徴収税額表」をご覧の上、算出してく

ださい。

●源泉所得税及び復興特別所得税の納税は、ダイ

レクト納付（電子納税）が便利です。是非ご利

用ください。

ご不明な点は、国税庁ホームページをご覧いただ

くか、室蘭税務署までお問い合わせください。

【問い合わせ】

国税庁ホームページ www.nta.go.jp

室蘭税務署（代表） ☎0143-22-4151

海上保安庁職員採用情報　

INF
OR

MA
TIO

N

源泉所得税納期の特例

INF
OR

MA
TIO

N
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●自衛官候補生

資格／18歳以上33歳未満の男女

受付期間／令和元年７月１日㈪〜９月12日㈭

試験期日／

男子：令和元年９月25日㈬〜９月30日㈪

（いずれか１日）

女子：令和元年９月26日㈭〜９月28日㈯

（いずれか１日）

採用予定／令和元年11月末（男子）又は令和２年

３月末

●一般曹候補生

資格／18歳以上33歳未満の男女

受付期間／令和元年７月１日㈪〜９月６日㈮

試験期日／

１次試験：令和元年９月20日㈮〜９月22日㈰

（いずれか１日）

採用予定／令和２年３月末

●航空学生

資格／

海上：18歳以上23歳未満の男女

航空：18歳以上21歳未満の男女

受付期間／令和元年７月１日㈪〜９月６日㈮

試験期日／１次試験：令和元年９月16日㈪

採用予定／令和２年３月末

【お問い合わせ、お申込み、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）

相続の手続き、遺言書の作成や、契約手続き、

また官公署に提出する書類の作成などの相談に応

じます。相談のある方は事前に予約してください。

日時／令和元年７月20日㈯

午前10時〜午後12時30分

（隔月1回第3土曜日開催予定）

場所／ゆーあいの家の和室

申込み／窪田行政書士事務所(☎0142-82-3226)

主催／北海道行政書士会室蘭支部

【問い合わせ】

役場住民福祉課（☎0142-66-2121）

自衛官候補生募集中！

INF
OR

MA
TIO

N

くらしの無料相談会を開催します

INF
OR

MA
TIO

N
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死亡事故ゼロ1,318日
－人身交通事故発生状況5月分－

発生 0件（ 0件）

死者 0名（ 0名）

負傷 0名（ 0名）

※5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
（令和元年５月16日〜令和元年６月15日）

■人のうごき

■5月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,480人（ 1）

男 1,169人（△ 2）

女 1,311人（ 3）

世帯数 1,320戸（ 4）

※5月末現在（ ）は前月差

渡辺　杜夫さん （73歳）【仲洞爺】

加藤トモヱさん （92歳）【南久保内】

山中　　漠さん （71歳）【壮瞥温泉】

◆お悔やみ申し上げます

◆お誕生日おめでとう

WANG
お う

YIWEN
げ ぶ ん

ちゃん

令和元年5月28日

【壮瞥温泉・WANG HAOYUANさん・

HUANG YINGさん】
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生涯学習情報生涯学習情報

◎日　時 令和元年10月5日㈯
◎昼の部　13:30〜開場　14:00〜開演
◎夜の部　17:30〜開場　18:00〜開演

◎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 前売券3,500円 当日券は500円増　全席指定

昼・夜2回公演

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1弾

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）

町　内

町　外

7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!7／8㈪〜町民先行発売!

地域交流センター山美湖多目的ホールにて、映画鑑賞会を実施いたします！今年の上映作品は、昨

年大変な注目を浴びた話題作「万引き家族」です。誰でも無料で鑑賞できますので、お誘いあわせの

上ぜひお越しください。

※本映画鑑賞会は「山美湖大学」事業の一環として実施しています。「山美湖大学」は町内在住の60歳以上

の方を対象とした高齢者大学で、講演会や見学会など様々な講座を実施しています。

※本映画鑑賞会や「山美湖大学」へのお問い合わせは、生涯学習課　前川（☎0142-66-2131）までお願い

いたします。

日　　時 令和元年7月18日㈭　9:30〜11:30

会　　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

上映作品 万引き家族（上映時間120分）

料　　金 無料

そ の 他 上映10分前（9:20）頃には、会場にお越しください。

山美湖大学映画鑑賞会「万引き家族」

そうべつ演歌まつり!!
小金沢昇司・石原詢子歌謡コンサート

小
金
沢
昇
司

石
原
　
詢
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漫才コンビ
ばいそん

第72回
町民歩けあるけ運動

【室蘭岳登山】

夜空を見る集い第3・4回のご案内

○主　催 壮瞥町教育委員会

○協　力 壮瞥町スポーツ推進委員

○場　所 室蘭岳（標高911.1m）

○日　程 8月4日㈰　※雨天中止　　

午前6時30分山美湖発　午後2時30分山美湖着予定

○対　象 25名程度（小学生以上）

※低学年児童は保護者等と一緒にご参加ください。

○ガイド 北海道山岳連盟普及委員　細木輝雄　氏

○申込み 7月26日㈮までに教育委員会まで下記の申込書を提出してください。

（申込FAX可　壮瞥町教育委員会　☎0142-66-2131・FAX0142-66-2132）

○送　迎 スクールバスを臨時運行いたします。※参加者確定後、乗り場、時間等ご連絡します。

○その他 ①天候や山の状況によって、中止になる場合がありますのでご了承ください。

②申込者には参加取りまとめ後別途詳細のご案内をお送りします。

◎主　　催 壮瞥町教育委員会

◎協　　力 壮瞥町水泳協会・伊達水泳協会

◎期　　日 令和元年7月17日㈬〜7月19日㈮　3日間

◎時　　間 午後6時30分〜午後8時

◎会　　場 壮瞥中学校プール

◎対　　象 町内在住の小学生以上（ただし、夜間実施のため、小学生については保護者または

代表される保護者の送迎をお願い致します。）

◎募集定員 30名程度

◎持 ち 物 水着、スイミングキャップ、バスタオル等、その他必要と思われるもの。

◎参 加 料 無　料

◎参加申込み 7月11日㈭までに生涯学習課スポーツ振興係（☎0142-66-2131）又は小学校へ申込

書を提出してください。

令和元年度　スイミングスクール参加者大募集！

町民歩けあるけ運動は、昭和50年代からつづく教育委

員会の伝統ある社会体育事業です。令和最初となる第72

回目の町民歩けあるけ運動をご案内します。

今回は室蘭岳（鷲別岳911.1m）に挑戦します！山頂か

らは噴火湾ごしの渡島半島や洞爺湖、ニセコ連峰が一望

できます。今回は南尾根コースから登り、西尾根コース

を下山する予定です。初心者でも比較的登りやすい山で

す。ご家族などお誘い合わせの上ご参加ください。

夏恒例のスイミングスクールを開催します。参加者のレベルに合わせて初級・中級・上級コースに分かれて

教室を行いますので初心者からすでに泳げる方までどなたでも参加いただけます。

小学生だけでなく一般の方の参加も大募集しています。引率でプールに来ている保護者も、日頃の運動不足

解消のためにお友達同士お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
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今年度3・4回目の夜空を見る集いでは、土星・木星・夏の大三角形の星座の観測を行います。その他、周極

6星座講習や北天60星座講習などを行い、夜空について楽しく学びます。

お誘い合わせの上みなさんで、お越しください。

※夜間の開催ですので児童生徒の参加は保護者等同伴でお願いします。

◎日　時 第3回／令和元年7月23日㈫19:00〜21:00 第4回／令和元年7月24日㈬19:00〜21:00

◎会　場 壮瞥町森と木の里センター

◎講　師 天文同好会会長　田中文夫さん

◎参加料 無料

◎定　員 各日16名様まで

◎申込み 教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）まで事前に申込みください。



こわ〜い話で涼しく

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
※7月15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

〜留学生小田すみれさんを囲んで〜

フィンランドについて知ろう!
フィンランド留学中の小田すみれさんとフィンラン

ドの暮らしや文化について座談する会です。壮瞥町と
友好都市でもあるフィンランドについて楽しく学びま
せんか。興味のある方はぜひ参加ください。

日　時：7月11日㈭14:00〜
場　所：図書分室

（旧消防署です。町民会館の隣にあります。）

参加費：無料

図書室を利用されている方から、本の貸し出し
用に、手作りのバックをたくさん提供していただ
きました。可愛い柄のいろいろな大きさのバック

です。本の持

ち運びにお困

りの方は、バ
ックをお貸し
しますので、
お気軽にお申

し出ください。

怪談話会
本の貸出用バックが
寄贈されました!

こわ〜い話で涼しく

日時／令和元年8月9日㈮

14:00〜

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

今年も北海道日本ハムファイターズ企画の「本を読んでファイターズを応援し
よう！」キャンペーンを町内の小学生を対象にして実施します。実施期間中に規程

の冊数の本を読み終わったら全員にファイターズロゴ入りシャープペンシルがプレゼ
ントされる他、札幌ドームで行われるパ・リーグ公式戦チケットが抽選でご招待されま

す。ぜひ参加ください。

山美湖の暗い部

屋を会場にして、
怖〜い怪談話を行

う予定です。詳細

は8月号広報にてお
知らせします。

申　　込：小学校に別途チラシを配布していますので、7月25日㈭までにチラシに記載している
申込方法で各自申込をお願いします。（図書室にもチラシ置いています。）

実施期間：7月26日㈮〜8月19日㈪

課題図書：自分の学年にあった難易度の本を自由に選べます。図書室に展示している「北海道青

少年のための200冊」を参考に選らんでもいいです。

｢本を読んでファイターズを応援しよう！｣キャンペーン
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子育て中のお母さんのためにオススメの絵本を紹介
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ぴよちゃんカード25回達成しました!

5月の図書室利用者数

図書室来客数： 330人

分室来客数： 28人

本の貸出人数： 189人

本の貸出冊数： 724冊

『世界でいちばん素敵な夜空の教室』 三才ブックス

「夜空がいちばんキレイな場所ってどこ？」「天の川の正体

は？」世界一に認定されたプラネタリウムの解説員が贈る夜のふ
しぎ、星のひみつ。

『夜空と星の物語』パイインターナショナル

夜空と星にまつわる30の物語を紹介。夏の星空、秋の星空、冬

の星空、春の星空、南の星空、月・惑星・オーロラなどの綺麗な
写真が印象的の本です。

6月12日㈬に妊婦さんや子育て
世代のお母さんを対象にした子育

て絵本講座を開催しました。子育

て経験のあるポピーの会の皆さん
によるオススメの絵本が紹介され
ました。

〜紹介された子育て応援絵本〜

〜一般書〜

『一日一生』『こんな樹木葬

で眠りたい』『トラペジウム』
『すぐ死ぬんだから』『カモ
フラージュ』『いろいろあっ
た人へ』『思わず考えちゃう』
『農家が教える梅づくし』
『白崎裕子の料理とおやつ』
『魚のおかず いわし・さば
など』『炊きこみご飯・おに
ぎり』『野菜のおかず 秋か
ら冬』『肉・豆腐・麩のおか
ず』『伝え継ぐ日本の家庭料

理　すし』
〜児童書〜

『ルドルフとスノーホワイ
ト』『アイヌ文化の大研究』
『はっけん！鉄道ＮＩＰＰＯ

Ｎ 地図と路線で知る47都道

府県』『魔女ののろいアメ』
『ホテルやまのなか小学校の
時間割』『いいね！』『キッ
ズおり紙ヒコーキ距離型』
『グレートネイチャー 生きも
のの不思議大図鑑』『まるま
る、フルーツ』『うさぎのマ
リーのフルーツパーラー』
『なるほど！おもしろ漢字ル
ーツ図鑑』

〜えほん〜

『セレスティーヌ アーネス
トの出会い』『もえよドラゴ
ン』『もったいないばあさん
もりへいく』『もったいない
ことしてないかい？』『みん
なとちがうきみだけど』『フ
ルーツパンをつくろう！』
『ゆうえんちで大パニッ
ク！？』『そらからふるもの
なんだっけ？』

五十嵐春郷くん

これからもたくさん本を読んでくださいね。

工藤陽葵ちゃん

7月の展示

星空を観測星空を観測

〜7月末まで、図書室入口にて展示しています。〜

子育て中のお母さんのためにオススメの絵本を紹介

5月30日㈭に「壮瞥町の魅力を
語ろう」を実施しました。参加者

から見て思う、それぞれ壮瞥町の
素敵な場所や見所について紹介し
合いました。温泉に恵まれている
ことや壮瞥滝や梅公園の景色など
が紹介されていました。

5月の図書分室

『ちょっとだけ』
2人目の赤ちゃ

んが生まれたお母

さんに読んでもら
いたい本です。

『ちいさなあなたへ』

親でいることの喜び、不

安、苦しみ、つらさ、寂し
さ、子どもへの思いがいっ
ぱいつまっている絵本です。
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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 令和元年7月号

壮瞥保育所｢こぐまクラブ｣が開催されました
4月4日、壮瞥保育所で交通安全教室「こぐ

まクラブ」が開催されました。

今回は、信号機の色の意味や安全な横断歩

道の渡り方を学びました。

みなさん、正し

い道路横断してい

ますか？

子どもたちの手

本となるように一

人一人が交通ルー

ルを守りましょう。

夢､今､叶えるときこのチャンスを逃すな!
北海道警察では、次のとおり警察官を募集

します。

○日程

申込書配布開始 7月1日から

受付期間　7月1日から8月20日まで

※詳しくは、壮瞥久保内

の各駐在所または、伊

達警察署

☎0142-22-0110
までお問い合わせくだ

さい。

北海道警察官募集!こぐまクラブだより

運転者の皆さんへ

・右からの横断歩行者に注意！

・2時間ごとの休憩で居眠り運転防止！

・シートベルトは全席着装！

・速度の出し過ぎ、無理な追い越しは厳禁！

歩行者の皆さんへ

・横断前に左右確認、道路中央で再確認！

・夜の外出は明るい服装と反射板の着用！

子どもたちを事件から守ろう！

普段の散歩やお買い物の時間を、子どもたちの

登下校の時間に合わせましょう。

それが、不審者に対する警戒の目となり、子ど

もたちの見守り活動となります。

子どもたちを事故から守ろう！

子どもたちは、友達との遊びに夢中になって、

急に道路に飛び出すかもしれません。

子どもたちを見たら、その動静に注意して、ス

ピードダウンをお願いします。

―実施期間　7月11日から7月20日までの10日間―

通園､通学の子どもたちを事件事故から守ろう!



− 23 −

7月号の広報テーマ「花火による火災の防止」

111111111111111111111111111111111199999999999999999番番番番番番番番番番番番番番番番番
ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防ですこちら消防です

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 05件（累計 57件）

火災件数 01件（累計 3件）

（ ）内は平成31年1月1日からの累計

救急件数・火災件数5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分5月分

楽しい花火にしましょう

夏の身近な風物詩である花火。これからの季節は花

火で遊ぶ機会も増えてくると思います。

気軽に楽しめる花火でも、使用方法を間違えると大

きな事故につながります。

花火を使用する際は、注意書きや使用方法を守りま

しょう。また、周囲に燃えやすい物が無いことを確認

し、水バケツ等を用意して安全に花火を楽しみましょ

う。

新1年生に少年消防クラブ員証を交付

4月に小学1年生となった壮瞥小学校の児童に、少年

消防クラブ員証を交付しました。新たに少年消防クラ

ブ員となった児童たちは、「火遊びは絶対にしません」

と元気に防火を誓いました。

119番通報についてのお願い

伊達市・洞爺湖町・豊浦町・壮瞥町から119番通報を

すると、伊達市にある「高機能消防指令センター」に繋

がります。早い出動には正確な情報が必要ですので、

「落ち着いて」「ゆっくり」「はっきりと」指令員の質問

に答えましょう。

◇ポイント

1 通報前に自分自身の安全を確認しましょう。

2 市町名を含めた住所や目標物をできるだけ正確に伝

えましょう。

3 近くに固定電話があれば、なるべくその固定電話で

通報しましょう。（携帯電話で通報するよりも場所

の特定が早くできます。）

4 携帯電話で通報する場合はＧＰＳを有効にしておき

ましょう。

5 災害の状況やけがの程度などできるだけ詳しい内容

を教えて下さい。

6 119番は緊急専用電話です。119番でのお問い合わ

せは、お止め下さい。お問い合わせ（病院照会等）

は、各署所の代表電話番号へおかけ下さい。ご協力

をお願いします。

7 119番通報時に「サイレンは鳴らさないで来てほし

い」と申し出る方がいますが、消防車や救急車の緊

急走行は赤色回転灯の点灯とサイレンの吹鳴が法律

で義務付けられています。皆様のご理解ご協力をお

願いします。

～花火による事故事例～
◆中学3年生の姉と一緒に花火で遊んでいたとこ
ろ、持っていた花火の火が衣服についた。腹部

など全身の約半分を火傷する重傷を負う。
（5歳　女児）

◆山林付近で打ち上げたロケット花火の火により、
堆積していた落ち葉を焼損する火災が発生。
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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

「新型タバコ」って煙が少ないから健康被害がないって本当??
今年も壮瞥町夏の風物詩・健診の季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

昨年の４月から壮瞥町健診をお手伝いさせていただくことになりました小山と申します。ど

うぞよろしくお願いします。

近年、iQOS (アイコス)やPloom TECH（プルーム・テック）、glo（グロー）

といった加熱式タバコが急速に普及してきています。ここでは、加熱式タバコ

と電子タバコを併せて「新型タバコ」と呼ぶことにしますが、新型タバコは

「煙が出ないから禁煙エリアでも吸える」「受動喫煙の危険が少ない」「従来の

紙巻きタバコより健康被害が少ない」といった誤った認識が世間に広まってし

まったように思います。

調べると、新型タバコから発生するエアロゾルは単なる水蒸気ではないようです。

加熱式タバコを使用した場合のニコチン摂取量は、従来の紙巻きタバコと同等か

やや少ない程度です（十分に含まれています）。発がん性物質であるニトロソア

ミンは紙巻きタバコと比べれば10分の１程度と確かに少ないのですが、この量

がたばこ以外の他の商品から検出されたら、すぐに製品回収→マスコミを賑わ

せる大問題となってしまうレベルです。

また、電子タバコも発がん性物質であるホルムアルデヒド、アセトアルデヒ

ドやアクロレインなどの有害化学物質が発生することが知られています。

日本呼吸器学会では、これら新型タバコの使用は「健康に悪影響をもたらし、受動喫煙によ

る健康被害も生じる可能性がある」と指摘した上で「使用は推奨できない」との見解を示して

おります。

実際に10〜15年くらい経って振り返ってみたら、「やっぱり新型タバコでも肺がん患者さん

が増えているよね」とか、「肺がんだけじゃなくて全然関係ない部位のがん患者さんが増えた

ね」といった、呼吸器疾患はもとより、それ以外のご病気で苦しむ患者さんが増えるのではな

いかと危惧しております。

そのような私たちの思いから、今年の健診から喫煙に関する調査項目を増やしました。喫煙

者の皆さんには、紙巻き、加熱式、電子タバコをお吸いか、いつから？どのくらい？紙巻きと

新型タバコの併用などの質問項目に、ご協力をいただけますようお願いいたします。

今年も健診会場でみなさまをお待ちしております。

札幌医科大学公衆衛生学講座　兼　循環器・腎臓・代謝内分泌内科（旧第二内科）

助教　　小山　雅之



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。▼

令和元年

7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

7
参議院議員通常選挙
期日前投票
山美湖2Ｆ研修室1・2
8:30～20:00

8
あっぷるひろば
蟠渓ふれあいセンター
13:30～15:30

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

13

14
参議院議員通常選挙
期日前投票
山美湖2Ｆ研修室1・2
8:30～20:00

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
あっぷるひろば
仲洞爺公民館
13:30～15:30
スイミングスクール
壮瞥中学校プール
18:30～20:00  p19

20
くらしの無料相談会
ゆーあいの家和室
10:00～12:30  p17
子ども郷土史講座
（昭和新山登山）

21
参議院議員通常選挙
投票日
7:00～18:00

22 26
生活習慣病健診
仲洞爺公民館
7:00～8:30
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

27
生活習慣病健診
保健センター
7:00～9:00

5
参議院議員通常選挙
期日前投票
山美湖2Ｆ研修室1・2
8:30～20:00
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

1 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

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

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
ふまねっと
保健センター
13:45～15:15

15
海の日

24
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
第4回夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00～21:00  p19

19
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
生活、仕事、家族の悩
み相談会
山美湖1Ｆ小会議室
10:00～11:00  p15

18

育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00～12:00
図書分室開放日
13:00～16:00
山美湖大学映画鑑賞会
「万引き家族」
山美湖多目的ホール
9:30～11:30  p18

25
定期予防接種(BCG以外)
そうべつ温泉病院
11:00～11:30※午前のみ
図書分室開放日
13:00～16:00
無料法律相談
山美湖1Ｆ小会議室
10:30～12:00  p15

4
図書分室開放日
13:00～16:00

11

図書分室開放日
13:00～16:00
無料法律相談
山美湖１Ｆ小会議室
10:30～12:00 p15
フィンランドについて知ろう!
図書分室 14:00～ p20

23
子育て支援センター開放日
10:00～12:00
第3回夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00～21:00 p19

28
生活習慣病健診
保健センター
7:00～9:00

29
生活習慣病健診
研修センター
7:00～8:30

8/2
子育て支援センター開放日
10:00～12:00

8/331
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
あっぷるひろば
ゆーあいの家
13:30～15:30

8/1
生活習慣病健診
保健センター
7:00～9:00

図書分室開放日
13:00～16:00

30
生活習慣病健診
農村環境改善センター
7:00～9:00
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

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
31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
※ダンボールのみ

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



総務課防災・地域振興係 2019年7月1日号

おしらせ

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
令和元年7月1日（月）～令和元年7月16日（火）

※詳しくは役場経済建設課建設係までお問い合わせ
ください。（☎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。

町営住宅入居者募集

公営住宅
公営住宅は、政令月収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。）

●仲洞爺団地（公営住宅）
住 所 壮瞥町字仲洞爺61番地

建設年度 平成29年建設 1号棟

戸数、規格 平屋 2LDK(65.00㎡) 1戸

月額家賃 家賃は収入によります。（20,500～30,600円）

駐車場使用料 月額 500円／台

敷 金 家賃の3カ月分

単身者用特定公共賃貸住宅
単身者向特定公共賃貸住宅の入居資格は同居者のいない方

●しらかば団地（単身者用特定公共賃貸住宅）
住 所 壮瞥町字滝之町301番地5

建設年度 平成10年建設 1号棟

戸数、規格 1階 1LDK(46.13㎡) 1戸

2階 1LDK(46.13㎡) 1戸

月額家賃 21,000円

駐車場使用料 月額 500円／台

敷 金 63,000円

ゆーあいの家の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。ぜひご覧ください。

【7月の展示】

田仁バドミントンクラブ大会参加者の結果

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））

絵手紙（ひまわり会）

裂き織り（地域活動支援センター ノンノ）

☆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（☎66-2201）

住民福祉課臨時職員（事務補助）の募集について

受験資格：原則として町内在住の健康な方で、普通自動車運転免許を有し、

パソコンの基本的な操作を行える方。

応募方法：任意の履歴書に写真を貼付し、７月１７日（水）までに壮瞥町保健

センター（福祉係）へ提出してください【郵送可】。

面接等：面接の日時および会場については追ってご連絡します。

任用の通知について：面接後１週間以内に任用の可否について連絡します。

採用条件／種別：臨時職員

勤務場所：壮瞥町役場

職種等：事務補助員（住民福祉課福祉係の業務）

任用期間：採用の日から６ヶ月間（任用継続有り）

勤務時間：週２０時間未満又は４週を平均して２０時間未満

賃金：時間給８８７円

【お問い合わせ先】

役場住民福祉課福祉係 ６６－２３４０（保健センター）

７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

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 0143-44-1310

徳満歯科医院 登別市登別東町1-18-1 0143-83-3711

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 0143-22-1184

なお歯科 伊達市弄月町241-3 0142-22-1117

7月15日 高砂歯科医院 室蘭市高砂町5-31-12 0143-45-8622

7月21日 白鳥台歯科医院 室蘭市白鳥台5-3-43 0143-59-5567

7月28日 ちりべつファミリー歯科医院 室蘭市知利別町3-5-7 0143-41-4141

7月7日

7月14日

住民福祉課職員（そうべつ子どもセンター）の募集について

受験資格：原則として町内在住の健康な方であって、年齢が70歳未満の方。

採用人数：第１種嘱託職員（以下、「嘱託職員」という。）、臨時職員 若干名

応募方法：任意の履歴書に写真を貼付し、７月１０日（水）までにそうべつ子ども

センター（福祉係）へ提出してください【郵送可】。

面 接 等：面接の日時および会場については追ってご連絡します。

任用通知：面接後１週間以内に任用の可否について連絡します。

採用条件：嘱託職員、臨時職員ともに資格の有無は問いません。

勤務場所：そうべつ子どもセンター

職 種：嘱託職員 保育補助又は保育補助兼児童館指導員

臨時職員 児童館指導員

任用期間：嘱託職員 採用の日から令和２年３月３１日まで

臨時職員 採用の日から６ヶ月間（更新有り）

勤務時間：嘱託職員 週３０時間以下又は４週を平均して３０時間以下

臨時職員 週２０時間以下又は４週を平均して２０時間以下

賃金：嘱託職員 月額１４６，４００円

臨時職員 月額７０，０００円程度

【お問い合わせ先】

役場住民福祉課福祉係 ６６－２４５２（そうべつ子どもセンター）



みんなの掲示板

「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。

壮瞥町役場総務課防災・地域振興係（☎66-2121）
メールアドレス kikaku@town.sobetsu.lg.jp

特別養護老人ホーム第2長日園
介護者教室
～皆で学ぼう！介護の基本～
長日園の介護技術を地域の皆さんへ
日時：7月27日（土） 10：30～11：30
会場：デイサービスセンター

ふれあい広場 ホール
参加費：無料
対象者：どなたでも参加できます。
内容：福祉用具の選び方・使い方
持ち物：筆記用具
講師：第2長日園 瓶子美紀介護支援専門員
【お問い合わせ先】
特別養護老人ホーム
第2長日園（☎66-3255）
清水・松本・瓶子

卓球しませんか？

私たち卓球連盟は、毎週火曜日19：00～21：00

山美湖にて活動しております。

卓球経験者の方はもちろん、初心者の方も卓球

に興味がある方は、ぜひ一度遊びに来てください。

参加料は、未入会の方で1回100円となります。

みんなで楽しく卓球をすることを目的としておりま

すので、気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 卓球連盟

成澤 寛勇（☎090-3778-6602）

リサイクルプラザからのお知らせ

「夏の特別ワークショップ」
① ファスナーと羊毛フェルトでストラップをつくろう

開催日時：7月27日(土) 10:30～17:00又は8月3日(土) 10:30～17:00（ご都合の良い時間に）

定員／各20名(先着順)、参加費／500円

② ハーバリウムをつくろう

開催日時：7月27日(土) 10:30～17:00又は8月3日(土) 10:30～17:00（ご都合の良い時間に）

定員／各20名(先着順)、参加費／1,200円から（作品によって異なります）

③ イライラ棒をつくろう！ランプをつけずにゴールまでたどり着けるか！？

開催日時：7月29日(月) 10:30～12:30

定員／10名(先着順)、参加費／1,000円

④ 段ボールや牛乳パックを使って小物入れをつくろう

開催日時：7月30日(火) 10:30～12:30、 8月10日(土) 13:30～15:30

定員／各15名(先着順)、参加費／500円

⑤ アロマワックスフレームをつくろう

開催日時：8月4日(日) 10:30～12:00又は13:30～15:00

定員／各10名(先着順)、参加費／1,500円

⑥ 傘のモビールをつくろう

開催日時：8月5日(月) 13:30～15:30、定員／15名(先着順)、参加費／500円

※内容・開催日が変更になることもあります。ご了承ください。

※対象：小学生以上

申込み方法：受付開始日は7月4日（木）からです。各前日までお電話にて申込みを受付致します。

各ワークショップ定員になり次第締め切らせて頂きます。

【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）

くじらん健康教室を開催します。

テーマ：第１０回ひまわりサロン・『知ってトクするお口のケア』
13時～ 「転ばないための第一歩」 ～自分の筋力・バランス・歩く速さをチェックしてみましょう
14時～15時 講演１ 「がん治療と口腔ケア」 消化器内科 小野寺馨 医師（がん薬物療法専門医）

講演２ 「健康はお口から」 北海道歯科衛生士会室蘭支部 伊藤百香 歯科衛生士
講演３ いつまでも健康な口を保つために 実践「口腔エクササイズ」

リハビリテーション科 芝崎陽介 言語聴覚士
13時～16時 アロママッサージ、栄養補助食品の展示、ウィッグ・ネイル体験、頭皮ケア、がん相談

※動きやすい服装でお越しください。
○日時：令和元年7月11日（木）開場13時
○場所：市立室蘭総合病院 ２階 講堂 〒051-8512 室蘭市山手町3丁目８－１
○対象：西胆振に住んでいる方々
○定員：なし
○参加料：なし（駐車料金も無料になります）
○申し込み方法：当日直接ご来院ください。
○連絡先：市立室蘭総合病院 医療連携・患者支援推進センター 0143-25-3111


