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壮瞥高校生により、滝之町の国道453号沿

いにある花壇が花で彩られました。

生徒たちは、草花の授業の一環で育てた、

アリッサム、サルビア、ダスティミラー、ビ

ンカ、マリーゴールドなどの苗を1株ずつ丁

寧に植えていました。

国道付近を通る際はぜひご覧ください。壮

瞥高校の皆さん、ありがとうございました。
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【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課

（☎0142-66-2131　FAX0142-66-2132）

感染防止対策を万全にして

事前合宿　7月19日㈪～31日㈯13日間
フィンランド競歩選手団7名をお迎えします

壮瞥町は、1993年（平成5年）5月に、フィンランド国ケミヤルヴィ市と友好都市の調

印を行い、さまざまな交流を推進してきました。この歴史を踏まえ、東京2020オリンピ

ック・パラリンピックにおいて、ホストタウンの登録に向け、調整を図り、本年1月28日、

フィンランドオリンピック委員会との協定に調印し、選手団の事前合宿を受け入れるた

めに、内閣官房、北海道などと連携しながら準備を進めてきました。

その概要をお知らせします。

温かくお迎えしたいと思いますので、皆さまのご理解をいただきますようお願いいた

します。

期　　間 7月19日㈪～7月31日㈯13日間
宿 泊 先 壮瞥温泉　ペンションおおの

練習場所 町内各所でトレーニングを予定しています。（調整で場所が変更になる場合

があります。）

一時的に交通規制などを設ける場合がありますのでご理解をお願いします。

屋外の候補地 ①町道暁線（壮瞥町役場前―近江牧場までの町道）

②町道滝之町中島1号線（近江牧場横の町道）

③洞爺湖畔遊歩道（洞爺マリン―昭和新山給油所までの湖畔遊歩道）

④昭和新山第2線　その他

屋内 地域交流センター山美湖　1階　多目的ホール

［トレーニングの観戦や応援について］

フィンランド代表選手がトレーニングする貴重な機会ですので、トレーニングの

見学や応援についての調整を行っております。実施する場合は町のホームページな

どでお知らせします。

○応援プロジェクト
感染症予防の観点から、対面での応援事業は行えませんが、フィンランド国を代表す

るアスリートやスタッフを応援するために、フィンランドチーム応援隊やキートスクラ

ブ、小中学校の児童生徒を中心に応援プロジェクトを実施します。たくさんの町民の皆

さまにご参加いただき、壮瞥町全体で応援したいと考えています。興味のある方はお気

軽にご連絡ください。

第1弾「ヒンメリ」を作ろう！（※ヒンメリはフィンランドの伝統的な装飾品）

第2弾「オリパラ応援！千羽鶴プロジェクト」

第3弾「七夕メッセージよ、届け」　おまけ「宿泊施設を飾り付けしよう！」

※皆さまが作成したものをペンションおおのさんに飾り付けしておもてなしをします。

連絡先／壮瞥町教育委員会生涯学習課　☎0142-66-2131　FAX0142-66-2132

○オリンピック競歩競技
大会日程 男子20㎞競歩　8月5日㈭16:30～18:05

男子50㎞競歩　8月6日㈮05:30～10:00
会　　場 札幌大通公園

ルール等 「歩く」速さを競う種目。常に左右どちらかの

足が地面に接していなくてはならないなど、ル

ールがあり、距離が長く、路面の状態や道の勾配、気象条件などの影響を

大きく受ける種目です。選手同士、自然との過酷な戦いに注目。

○オリンピック出場選手

ベリマッティ・パルタネン選手

29歳　男性　50㎞出場

（ラッペーンランタ市出身）

※その他、女性選手1名が出場する可能性があります。

［スタッフ］

ヤニ・レフティネンさん（チームキャプテン）　バレンティン・コノネンさん（コーチ）

ベリマッティ・ランタさん（コーチ）　　　　　ユハ・ポソニアさん（トレーナー）

○感染症対策について
オリンピック組織委員会及び内閣官房等の指示に基づき、感染症対策を万全にします。

・フィンランド国内でのワクチン接種（2回）と検査による陰性証明書の持参

・日本国内移動の飛行機内は一般客とのソーシャルディスタンスを保ちます。

・成田・羽田・新千歳空港などの移動では一般客との非接触を保ちます。

・町では事前合宿受入マニュアルを作成し、関係機関と連携した受入体制を整えます。

・選手、スタッフはトレーニング以外の外出を自粛します。

・町内滞在中は原則、毎日PCR検査を実施します。

・同行する町職員等も原則、毎日PCR検査を実施します。

・その他、選手、スタッフ、町職員の基本的な感染症対策を徹底します。

選手団の移動、滞在並びに感染症対策の経費は、全額、国が負担（補助金）します。

アレクシ・オヤラ選手

28歳　男性　50㎞出場

（ウルヤラ出身）

ヤルッコ・キンヌネン選手

36歳　男性　50㎞出場

（ヤラスヤルビ出身）

� �
� �
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新型コロナウイルスワクチンについて

新型コロナウイルス感染症感染者情報の
公表方法が変わりました

6月21日に、59歳～12歳（誕生日を迎えている方）までの対象者に接種券を発送して

います。

現在、優先接種の方の予約を受付していますが、7月6日には一般の予約受付が開始さ

れます。今回は、ワクチン接種の様々な疑問や、接種券についてお伝えします。

どんなワクチンを使用するの？

現在、町で使用されているワクチンは「ファイザー社」のものです。

mRNA（メッセンジャーRNA）ワクチンといって、ウイルスのタンパク質

をつくるもとになる情報の一部を注射することで抗体ができ、コロナウイルスに対する

免疫ができるシステムです。

mRNAワクチンは安全？人体への影響は無いの？

ワクチンで注射するmRNAは、数分から数日といった時間の経過とともに分解され、人

の遺伝情報（DNA）に組み込まれるものではありません。これは、身体の中で人の遺伝

情報(DNA)からmRNAがつくられる仕組みがありますが、情報の流れは一方通行で、mRNA

からは遺伝情報はつくられないためです。こうしたことから、mRNAを注射することで、

その情報が長期に残ったり、精子や卵子の遺伝情報に取り込まれることはないと考えら

れています。

ファイザー社と武田／モデルナ社のワクチンの安全性に違いはあるの？

いずれも安全性を確認された上で承認されており、安全性には問題はありませんが、

接種後の副反応については多少の違いがみられます。臨床試験では、武田／モデルナ社

のワクチンの方が副反応の発生頻度が5～20ポイント程度高いと報告されています。

筋肉注射って痛そうで怖い･･･

筋肉注射とは、皮下脂肪の奥にある筋肉に注射する方法のことを言

います。

ファイザー社のワクチンは肩の筋肉（三角筋）に接種を行いますが、

筋肉は皮膚と比べて痛みを感じる神経が少ないと言われており、イン

フルエンザワクチンなどの皮下注射に比べてむしろ、注射した部位の痛みは少なかった

という報告もあります。

注射や採血で具合が悪くなったり、失神するなど「迷走神経反射」を起こしたことが

ある方は、問診の際にその事を伝えてください。横になって接種を受けたり、接種後は

30分様子を見るなどを行います。

ワクチンの副反応が不安で･･･

副反応とは、ワクチンが免疫をつけるための大切な反応です。主なも

のとして、筋肉痛のような痛み、だるさ、寒気、発熱、頭痛などがあり、

ほとんどは２～３日でおさまります。発熱や痛みについては「アセトア

ミノフェン」系の鎮痛解熱剤が利用できますので、事前に用意しておく

と安心です。

ワクチン接種後にコロナに感染した話を聞いたけど？

ワクチンを2回接種した場合でも100％の発症予防効果が得られる訳ではありません。

また、ファイザー社のワクチンは、3週間の間隔で2回接種しますが、最も高い発症予防

効果が得られるのは、2回目を接種してから7日程度経って以降に

なります。

また、1回目の接種から2週間程度は、ワクチンを受けていない

人と同じくらいの頻度で発症してしまうと言われていますので、

接種後もマスクや手指消毒、換気などの感染予防行動を続けまし

ょう！

北海道は、これまで、法令等の下、公衆衛生上の必要性と個人情報の保護と比

較しながら、本人の同意を得られた内容について、年代や性別等を感染者ごとに

公表し、居住地を胆振など振興局単位で公表していました。

道の公表方法に関しては、適確な公表のあり方について検討を重ね、6月20日か

ら次のとおり見直されました。

○毎日の公表 振興局ごとの人数や全道の患者の身体状況別人数等を、非公表な

しで公表

○1週間に1回の公表（6月28日㈪から）
毎週月曜日に、7日間累計の「市町村別」感染者数を公表

道民の皆さまが、自ら感染予防等に適切な行動をとることができるよう、地域

の感染状況を、適確にわかりやすく伝えることに重点を置いた、北海道の方針が

示されました。

町民の皆さまには、ご理解いただくとともに、感染者や医療従事者への誹謗中

傷、偏見、差別、いじめなどは許されるものではありません。これからも、正し

い情報の下、冷静に思いやりのある行動をしていただくようお願いします。
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【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課商工観光係（☎0142-66-4200）

プレミアム付商品券事業（町民用）第2弾の
追加販売について

「令和3年度そうべつ町プレミアム付商品券（第2弾）」の初回販売は7月5日㈪で終了しますが、
下記のとおり追加販売を行いますのでお知らせします。

先着順で1人2セットまで購入が可能です。なくなり次第販売を終了します。

◎ 発売するプレミアム付商品券
額面／10,000円の町民向け商品券（商工・サービス用500円×10枚・農産品用500円×10枚）

を5,000円で販売します。

プレミアム付商品券は9月30日㈭まで使用可能です。

◎ 対象者
壮瞥町在住の方

◎ 発売開始日時・場所
令和3年7月15日㈭　9:00～15:00
壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

※当日の発売で残数が発生した場合は、翌日以降に伊達信用金庫壮瞥支店で販売します。

※「そうべつ町プレミアム商品券（町民用）」を追加販売で購入できるのは1回限りです。

◎ 購入方法
当日多目的ホールに備えつけの申込用紙に住所、氏名等を記載のうえ、お買い求めください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

壮瞥町では、壮瞥町子ども・子育て支援条例に基づき、医療費無料化の拡充を行います。

●拡充内容

令和3年8月1日以降の医療機関等での
受診分から、高校生等（18歳に達する日
以後最初の年度末までの子ども）も医療
費助成の対象とします。

●助成の内容

助成内容は、現在の中学生までを対象とした助成と同様に、保険診療分の入院・通院（外来）
にかかる費用の全額を助成します。

●受給者証の交付申請等

制度の拡充に伴う手続きについて、新たに受給者証の交付申請が必要な方には、令和3年5月

下旬に申請書を発送しておりますので、手続きを行ってください。新たな受給者証は、7月下
旬に送付します。

なお、新たに対象となると思われる方で、受給者証の交付申請書が届いていない方は、役場

住民福祉課住民係にご連絡ください。

対　象　者
令和3年7月31日まで 令和3年8月1日から

中学生まで 高校生等まで
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有珠山火山防災マップについて
有珠山周辺4市町で構成する「有珠山火山防災協議会」では、2000年有珠山噴火20周年

事業の一つとして、「有珠山火山防災マップ（平成14年、15年作成分の改訂版）」を作成

いたしました。

今回の改訂ではマップとガイドブックを一つにまとめ、主に有珠山の噴火史等の一部

の変更、火山現象に関する警報等の種類を加えています。

広報７月号と一緒に全戸配布していますので、この機会に今一度、有珠山について、

ご理解を深めていただければ幸いです。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

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 新しい平年値について
平年値とは、その時々の気象（気温、降水量、日照時間等）や天候（冷夏、暖冬、少雨、多

雨等）を評価する基準として利用されるとともに、その地点の気候を表す値として用いられま

す。

気象庁では、西暦年の１の位が１の年から続く30年間の平均値をもって平年値とし、10年ご

とに更新しています。今年は平年値を更新する年にあたり、1991年～2020年の観測値による新

しい平年値を作成し、令和３年（2021年）５月19日に、この平年値の使用を開始しました。こ

れにより、季節予報や天候の解説等で用いている各種平年値が新しくなりました。

新しい平年値の主な特徴については以下のものがあげられます。

〇年平均気温は0.1℃～0.5℃程度高くなります。

〇さくらの開花については、ほとんどの気象官署で１～２日早くなります。

〇台風の発生数、日本への接近数と上陸数のいずれも、大きな変化はありません。

〇梅雨入り・梅雨明けの時期についても大きな変化はありません。

その他にも、各地点の気象データや生物季節観測等の新しい平年値に関するデータは、気象

庁ホームページの「過去の気象データ検索」で観測地点を選択すると、太枠の部分でご覧いた

だけます。

〈URL：https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php〉
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行政報告 令和3年第2回定例会
行政報告は、町政の主なものについて、議会定例会で報告しています。6月17日に行った

行政報告の概要をお知らせします。

□ 要望活動について
緊急事態宣言により、室蘭地方総合開発期成会の要望書を、室蘭地方の機関に郵送に

より要望したもので、本町として国道453号などの整備について要望しました。

□ 新型コロナウイルス感染症対策について
緊急事態宣言により公共施設の休館や、利用の制限などを行いました。ご理解をお願

いします。ワクチン接種については、7月28日までに高齢者781人、88％が2回の接種を完

了する予定で、引き続き、円滑な接種に取り組んでまいります。

商工業の振興として、町独自で事業継続支援やプレミアム付商品券、福祉商品券事業

に加え、飲食業支援を目的に町職員等による弁当購入事業にも取り組んでいます。

宣言解除後には、ビジット昭和新山キャンペーン第2弾を実施する等、町民の皆様の安

全で安心な生活と地域経済の活性化に資する事業に取り組んでまいります。

□ 国勢調査の速報値について
昨年10月1日現在の人口は、2,749人で、5年前から173人、5.9％減少しました。道内

179市町村のうち167市町村で人口が減少しており、人口減対策は、共通の課題です。

これまでの施策に加え、第５次まちづくり総合計画に基づき移住・定住の促進に向け

た総合的な施策の充実を図り、人口減対策に取り組んでまいります。

□ 子育て支援施策の実施状況について
子どもたちは地域の宝です。少子化対策はわが国共通の課題です。本年度創設した

「子育て応援祝金事業」や「子育て応援ごみ袋配布事業」及び8月1日から高校3年生まで

拡大する「医療費助成制度」については、それぞれ手続きを進めています。

子育て世代包括支援センターを3月16日、保健センター内に設置しました。

今後も壮瞥町子ども・子育て支援条例等に基づき、取り組んでまいります。

□ 中学生フィンランド国派遣（海外研修）の代替事業について
令和2年度、3年度、中止した事業の代替として、中学３年生を対象に、感染症に留意

しながら、阿寒湖周辺で英語によるガイド活動の体験や、北方領土の学習などを通し、

国際化の時代に対応する人材育成を目的に実施する計画です。

このほか、4月28日から6月14日まで、黒崎副町長が入院していたことも報告しました。
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下記の日程で、狂犬病予防注射を実施いたします。畜犬登録されていない犬は予防注射を受け

ることができませんので、事前に役場で登録手続を必ず行ってください。

なお、畜犬の登録をされている方には、別途通知をいたします。

狂犬病予防注射を実施します！
犬や猫はマナーを守って飼いましょう

犬を飼うことになったら、狂犬病予防注射の前

に、役場で登録手続きを行いましょう。

登録には3,000円の登録手数料がかかります。

また、転入転出・転居、死亡や飼い主が変更に

なった場合、役場への届出が必要です。

犬の登録手続きの際に、鑑札票（プレート）を

交付しております。愛犬が逃げた場合でも、鑑札

票に登録番号が記入されておりますので、飼い主

のもとへ帰ることができます。

犬は話すことができません。必ず鑑札票を首輪

に付けてください。また、迷い犬を保護した場合

は役場や最寄りの警察へご連絡ください。

犬を飼っている方にとって、毎日の散歩はかか

せないものです。

袋を片手に愛犬の散歩をしている方をよく見か

けますが、歩道や公園などに犬や猫の糞が放置さ

れていることもあります。

多くの方に不快な思いや迷惑をかけますので、

面倒がらずに、糞は必ず片付けてください。

また、犬や猫の放し飼いは、交通事故の原因に

なったり、近隣住民の庭や畑を荒らすことにも繋

がりますので、やめましょう。リードを放して散

歩したり、極端に長いリードを使用するのも大変

危険ですので、やめてください。

力の弱いお子様に一人でリードを持たせるのも

大変危険ですので、控えてください。

かわいい犬や猫と楽しく暮らすため、飼い主の

方は、マナーを守って飼いましょう。

■おねがい■

○予防注射料は3,240円です。おつりのない

ようにお願いします。

○新型コロナウイルス感染症防止のため、

マスクの着用をお願いします。

○なるべく人との距離をおいてお待ちくだ

さい。

○飼い犬のリードは短く持ち、飼い主のそ

ばにおくよう心がけてください。

○糞をしたときは、飼い主の責任で速やか

に処理してください。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録登　録 愛犬の登録を

しましょう

鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票鑑札票 犬の首輪に鑑札票を

つけていますか

マナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナーマナー マナーを守って

飼いましょう

9:00～09:15 仲洞爺公民館

9:25～09:35 東湖畔1集会所

9:45～09:55 東湖畔2集会所

10:10～10:20 壮瞥温泉（サウスポー横空き地）

10:35～10:50 旧建部団地浴場前

11:00～11:15 とうや湖農協壮瞥支所前

11:20～11:30 古川（雅樹）果樹園前

11:40～11:55 立香2集会所

12:00～12:10 立香ふれあいセンター

12:20～12:30 紫明苑広場

12:35～12:45 橋口2集会所

9:00～09:10 久保内1集会所

9:25～09:35 弁景2集会所

9:40～09:50 幸内1集会所

10:10～10:15 蟠渓ふれあいセンター駐車場

10:25～10:35 上久保内集会所

10:45～10:55 旧久保内出張所前

11:10～11:20 旧壮瞥町役場前

７
月
20
日（

火）

７
月
21
日（
水）

時　　間 場　　所
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●国民年金加入と保険料のご案内●
国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者（加入者）となります。

20歳になったときの年金制度や保険料の手続きについて、動画によりご案内します。

国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染、

または、感染が疑われる場合、療養のために仕事を休んだときに、給与等

が支払われない、または、減額された場合、傷病手当金が支給されます。

支　給　額：直近の3カ月間の収入合計額

÷就労日数×2／3×支給対象日

※4日以上休んでいることが支給条件と

なります

(URL)「国民年金の加入と保険料のご案内」

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

国民年金には以下のようなメリットがあります

「年金制度の案内やメリットの紹介画面」は
こちら（公的年金制度とは）から視聴できます。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

老後を支える終身保障!
「老齢基礎年金」が受け取れる一生涯の

保証です。

保険料が控除!
納めた保険料の全額が所得から控除さ

れます。

万が一の障害や遺族を保障!
老後だけでなく現役世代の保証も充実

しています。

基礎年金の半分は国（税金）が負担!
基礎年金の半分は国（税金）から支払

われています。

●
新型コロナウイルス感染症にかかる

●
傷病手当金について

【お問い合わせ先】日本年金機構　室蘭年金事務所（☎0143-24-7104）

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）
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オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)オーロラだより―すみれのフィンランド留学記―(最終号)

卒業しました！

3年前から夢にみてきた高校卒業の日。こうしてフィンラン
ドのクラスメートと卒業帽をかぶりステージに立っていること
は今でも夢のようです。式のあとはフィンランドの伝統である
家庭ごとの卒業パーティー。残念ながら新型コロナウイルスの
影響で家族が日本からくることは叶いませんでしたが、友だち
と友だち家族がパーティーの準備を手伝ってくれました。

もう今ではケミヤルヴィでの高校生活なしの人生は考えられません。数えきれない思
い出を胸に新たな一歩を踏み出したいと思います。
私は卒業後すぐに大学へは進学せずギャップイヤー（※１）を取る予定です。1年後

どこの国で何をしているか自分でも想像できないですが、今はやりたいことが溢れてい
ます。
実は4月からはケミヤルヴィを離れてWWOOFer（※２）としてフィンランド南部の

町で現地の農家にステイしながら生活していました。今後はスコットランドに移住し6
か月ほど滞在した後、日本に帰国予定です。
高校を正式に卒業したので「オーロラだより-すみれのフィンランド留学記」として

の連載は今号が最後になります。今まで読んでくださった皆さまありがとうございまし
た。
今後はタイトルを変えてまたスコットランドや他海外での生活の連載を始める予定で

すので、ぜひご覧ください。
（※１）ギャップイヤーとは「高校卒業」から「大学入学」までの期間のこと。大学入

学を遅らせることで生まれる空白期間を活用して、好きなことや成長につなが
ることを経験をしたり、その後の進路について見つめ直すことができます。

（※２）WWOOFとは World Wide Opportunities on Organic Farmsの略で、「ウー
フ」と読みます。オーガニックの農業を学びたい人と彼らを受け入れたい農家
さんをつなぐことを目的とする、イギリスで生まれた組織です。

▲卒業生との記念写真

校長先生との記念写真

▲
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こちらのＱＲコードをスマートフォンのカメラで読み取ると指定のＵＲＬに飛ぶことができます。

協力隊の活動レポートは、町

の移住情報サイト「移住ブロ

グ」からご覧になれます！

こんにちは。地域おこし協力隊の杉

山です。

お世話になっている研修先の丹波ワ

イン様の醸造用ぶどうのほ場が、今年度より新設されました。

1.5へクタ―ルの「新ほ場の整備と苗木の植え付け作業」を、4月下旬から5月のゴ―ルデン

ウィ―ク期間中に行いました。

まっさらな畑をほ場に整備する作業。石の多い固い地盤に重機で穴を堀り、支柱や重りの埋

め立てをほぼ人力で行います。1週間程の作業、なんとか予定どおりに整備できました。5月か

らは、「苗木の植え付け」作業が始まりました。毎日、末田さんのお知り合いや地元の皆さん

にお手伝いいただき、4品種1,400本程を5日間で植え付けました。その後は、「マルチ張り（マ

ルチ栽培）」「石拾い」と、次々と作業を行っていきます。

「ほ場整備や苗木の植え付け」といった貴重な体験でしたが、肉体的疲労が身に沁みる大変

な作業でした。無事、醸造用ぶどうが育ち「壮瞥町産の醸造用ぶどうを使ったワイン」が沢山

生産されることを願っています。

みなさん、こんにちは！この原稿

を書いているのが6月。緊急事態宣

言が延長され、なかなか撮影や取材

に行けずに、もどかしい日々を送っ

ています。そんな私の心の拠り所は、春に生まれた『昭和新山熊牧場』の子ぐまたちです！生

まれてはじめて至近距離で見る子ぐまは、泣きそうになるくらいめんこくて…「目に入れても

痛くない！とはこういうことか」と実感しました。緊急事態宣言前に撮影した写真と動画を毎

日見て癒されています。

5月号の広報で少しお伝えしていたYouTubeを、生まれて初めて作成しました。記念すべき第

1本目は『昭和新山熊牧場の子ぐま』の動画です。YouTubeで「昭和新山熊牧場・地域おこし協

力隊」と検索するとヒットするので、よろしければお時間ある時にご覧になってみてください。

（「壮瞥滝」の動画もUPしていますので、そちらも併せてご覧ください！）

ＳＮＳでは、町のタイムリ

ーな風景や情報を発信して

います！

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取り組みや、移住生

活で感じたこと、お知らせなどを、それ

ぞれの隊員が隔月で発信していきます！

魅力おこし協力隊　清水　美花

子ぐまに癒される日々

農業おこし協力隊　杉山　智美

醸造用ぶどうのほ場が
新設されました！

Facebook Instagram
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千田重光さん瑞宝双光章受章

6月2日㈬、春の叙勲で瑞宝双光章（国勢調
査功労、郵政事業功労）を受章した千田重光
さんに、田鍋町長から勲記と勲章が伝達され
ました。
千田さんは1965年から久保内郵便局に勤

め、1996年に旧大滝村（現伊達市大滝区）の
大滝郵便局長代理、1998年からは壮瞥郵便局
長を歴任し、1970年からは5年に1度の国勢調
査の調査員を50年間欠かさず務め、調査の円
滑な実施に貢献されました。おめでとうござ
います。

叙勲の伝達を受ける千田重光さん（左）

三松三朗さん日本火山学会普及啓発賞受賞

三松正夫記念館三松三朗館長が火山防災意識の継承と火山との共生を目指す長年の取組などが
評価され日本火山学会の普及啓発賞を受賞されました。
三松館長は大学時代から三松正夫氏と親交を深められ後にその2代目として火山一筋の人生を歩

み、1989年から正夫氏の残した膨大な火山誕生の観測資料を活かすため、昭和新山のふもとに三
松正夫記念館を開設されました。町内のみならず各地の火山の防災教育、啓発活動にご尽力され、
この取り組みが評価されての受賞となりました。おめでとうございます。
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壮瞥郵便局様より郵政創業150周年の記念切手など寄贈いただきました

5月19日㈬、壮瞥郵便局関川局長が来庁され、郵
政創業150周年記念切手を寄贈いただきました。
この記念切手は、今年、郵政事業が創業150年を
迎えたことから作成されたもので、明治期の郵便
局窓口の様子や作業風景などが描かれたデザイン
となっています。

また、新型コロナウイルス感染症対策や災害時
に役立てていただきたいとマスクやウエットティ
ッシュなども寄贈いただきました。
この度の寄贈に対し、心より感謝申し上げます。

関川壮瞥郵便局長（左）と田鍋町長

ありがとうございました

６月５日㈯、道栄建設株式会社様と道路工業株
式会社日胆営業所様が、地域貢献活動の一環とし
て、地域交流センター山美湖の駐車場と保健セン
ターの駐車場の見えづらくなっていた白線の補修
をしていただきました。駐車場がきれいになり、
車を安全に停めることができるようになりました。
公共施設の環境整備にご協力いただき、ありがと
うございました。

役場前花壇に花を植えました

5月29日㈯、道栄建設株式会社様、壮建興業株式
会社様より、地域貢献活動の一環として、町内事
業者が育てたフレンチラベンダーの苗200本、この
他にもたくさんの苗や花の種を提供いただき、役
場前バス停留所ロータリーの花壇がきれいに整備
されました。
バス停や役場を利用する方の心が和むようにと、
花壇に花を植えました。道栄建設、壮建興業の皆
さま、本当にありがとうございました。
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伊達地区自動車整備協同組合様から寄附をいただきました

6月8日㈫、伊達地区自動車整備協同組合様から、
本年、当協同組合が50周年を迎えることを記念して、
新型コロナウイルス感染症対策などに役立てていた
だきたいと10万円の寄附金をいただきました。
当日は、伊達地区自動車整備協同組合の渡部弘二
理事長、山本勲副理事長、柴田政彦顧問、髙成田幸
男事務局長の4名が来庁され、田鍋町長に目録を贈呈
されました。
この度の寄附に対し、心より感謝申し上げます。

建部自治会花壇整備ボランティア

6月12日㈯、建部自治会（会長　佐藤忞さん）により、町道建部線沿いにある花壇整備が行われまし
た。当日は小雨が降る中、建部自治会の皆さんにより、自治会長の佐藤さんが自宅で育てたマリーゴー
ルドなどの花を花壇に植えました。
建部自治会では環境美化活動の一環として、例年この活動を行っています。ありがとうございました。

令和3年度西胆振中学校体育大会　第10回陸上競技大会

NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブのアスリートクラブ（陸上部）に所属する壮瞥中学校の選手達
が6月5日㈯に室蘭市入江陸上競技場で開催された中体連陸上大会に参加しました。厳しいトレーニング
や緊急事態宣言による活動休止を乗り越え、それぞれ一生懸命力を発揮しました。その結果、4名の選手
が7月26日・27日に帯広市で開催される全道大会の出場権を獲得しました。

［全道大会出場者］
南條勇人　3年生
種目：男子走幅跳び（5m80：2位）
眞屋咲来　3年生　
種目：女子200m（28秒40：1位）
八重樫亜樹　3年生　
種目：女子走高跳び（1m35：1位）
山内心結　3年生　
種目：女子100m（13秒49：1位）

女子走幅跳び（4m86：2位）

左から柴田顧問、山本副理事長、渡部理事長、田鍋町長
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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／

一般事務:1名

採用予定日：令和4年4月1日

■受験資格／

学歴:高校卒業以上（令和4年3月卒業見込者を含む）

資格等：採用後、壮瞥町内に居住可能な方。普通

自動車運転免許を有する方、又は、採用時までに

取得見込みの方

年齢要件：平成4年4月2日以降に生まれた者

※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／　　

1)第1次試験：

(1)大学卒：教養試験、論文試験、適性検査

(2)高校卒（短大及び専門学校卒含む）：教養試

験、作文試験、適性検査、適性試験

2)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／

1)第1次試験

日時：令和3年9月19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。

2)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／

1)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

受けとれます。

2)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)最終学歴の卒業証明書又は卒業見込み証明書

(4)資格を有していることのわかる証明書等の写

し

(5)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。）

(6)受験票送付用封筒（長型3号の封筒の表書き

に受験者の住所、氏名及び郵便番号を記載し、

84円切手を貼付してください。）

3)受付期間

令和3年7月1日㈭から8月2日㈪までの期間で、

8:45から17:30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3年8月2日㈪までの消印に限り

受付します。

4)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

壮瞥町役場総務課職員係

(☎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)提出した申込書、各種証明書等は原則返却しま

せんので、ご了承願います。

4)壮瞥町の初任給は概ね次の金額となる予定です。

・高校卒　150,600円

・短大卒　163,100円

・大学卒　182,200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
ORM
ATI
ON
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子育て支援センターげんき

2日㈮、6日㈫、9日㈮、13日㈫、16日㈮、20日㈫、

27日㈫、30日㈮
育児サークル

15日㈭10:00～12:00

役場公園であそぼう（雨天～米粉粘土あそび)

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※7月13日㈫までに、電話連絡または遊びに来た

際に、予約表にご記入ください。

センターを利用される際は、次のことにご協力く

ださい。

○親子で検温をしてから来園しましょう。

○次のような症状がある方は、ご利用を控えて

ください。

・発熱している、または咳をしている。

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困

難）がある。

○保護者の方もマスクの着用にご協力くださ

い。

○センター玄関にて、手・指の消毒にご協力く

ださい。

○うがい・手洗いにご協力ください。

○センター内では、なるべく密接を避けてお過

ごしください。

※当面の間、壮瞥町在住の親子の方限定とさせ

ていただきます。

※水分補給のため、お茶または水をお持ちくだ

さい。

※不明なことがありましたらお問い合わせくだ

さい。

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター　（☎0142-66-2452）

7月のそうべつ子どもセンター

INF
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下記のとおり実施します。　　受付時間／9:00～11:00までとなっております。

7月04日㈰

7月11日㈰

7月18日㈰

7月22日㈭

7月23日㈮

7月25日㈰

8月01日㈰

いちはし歯科 室蘭市本輪西町3-6-13 0143-55-4323

宮武歯科医院 登別市中央町1-4-1 0143-85-2826

石川歯科医院 伊達市元町46-13 0142-23-0020

岩倉歯科 室蘭市水元町12-6 0143-45-7117

御前水歯科クリニック 室蘭市御前水町2-6-20 0143-24-8148

柴田歯科医院 室蘭市中島町1-24-7 0143-44-1022

奥村歯科医院 室蘭市母恋北町2-4-12 0143-22-2366

金子歯科医院 室蘭市東町4-18-18 0143-44-2621 

7月の歯科救急医療実施について

INF
ORM
ATI
ON



7
JULY

― 18 ―

○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

→規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(75.60㎡)

1戸（世帯用）

月額家賃 家賃は収入によります。

（22,900～34,100円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○第2南久保内団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字南久保内142番地1

建設年度 昭和60年建設

→規格、戸数 2階　3ＬＤＫ(62.19㎡)

1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

（15,400～23,000円）

敷金 家賃の3カ月分

※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の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。）

○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10

建設年度 平成12年建設　4号棟

→規格、戸数 2階　1ＬＤＫ(46.64㎡)

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

※単身者用特定公共賃貸住宅の入居資格は、33歳

未満で同居者のいない方

○入居資格（全共通）

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（全共通）

申請書は建設課建築住宅係にありますので、下

記書類を用意の上、お申し込みください。

・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（全共通）

申込受付開始：令和3年7月1日㈭から

申込締め切り：令和3年7月15日㈭まで

【お問い合わせ先】

詳しくは、壮瞥町役場建設課建築住宅係までお

問い合わせ下さい。（☎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。

町営住宅入居者募集
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東京2020オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、2021年の祝日が移動しています。

お間違いのないようにご注意ください。

令和3年（2021年）の祝日移動について

INF
ORM
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海の日

スポーツの日

7月の第3月曜日
（2021年7月19日）

7月22日木曜日
（オリンピック開会式前日）

7月23日金曜日
（オリンピック開会式当日）

8月8日日曜日
（オリンピック閉会式当日）
※8月9日月曜日は振替休日

10月の第2月曜日
（2021年10月11日）

8月11日山の日

祝日名
例年の祝日（2021年は平日）

役場開庁日
特例措置（2021年は祝日）

役場閉庁日



対象者／高次脳機能障害を抱える当事者及び家族

開催日時／7月16日㈮13:30～14:30

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／初めて参加される方は事前に電話でお

問い合わせください。

※なお、高次脳機能障害に関するご相談も可能で

す。

その他／新型コロナウィルス感染症対策に留意し

て実施します。新型コロナウィルス感染症流行状

況等によっては開催を延期または中止とさせてい

ただく場合があります。

【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）

生活習慣病の一つである歯周病を予防するた

め、壮瞥町では今年度より歯科健診費用の助成事

業がスタートしました。

対象者／歯周疾患検診

（今年度40歳、50歳、60歳、70歳）

歯科健康診査（今年度75歳、80歳）

対象の方にクーポンを送ります。この機会にぜ

ひ検診（健診）を受けてお口の健康状態を確認し

ましょう。

【お問い合わせ先】

壮瞥町保健センター健康づくり係

（☎0142-66-2340）

― 19 ―

道が行った業務や制度の内容を審査する制度

が、「北海道苦情審査委員」制度です。

皆さん自身の利害に関する苦情であれば、「苦

情審査委員」に申立てができます。

皆さんに代わって、「苦情審査委員」が公正で

中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な

調査等を行います。

審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題

があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。

もちろん、個人情報の保護にも十分配慮します。

①苦情申立ての窓口は、道庁の「道政相談センタ

ー」か各総合振興局（振興局）の総務課。

②苦情申立書及びリーフレットを用意していま

す。

③道のホームページからでも申立書をダウンロー

ドできます。

→トップページの「総合案内」の

道政相談等の窓口

（または「道政相談」で検索）

→「2　苦情審査委員の窓口」の

道政に関する苦情申立ては、北海道苦情

審査委員へ

→4　苦情申立てについて（申立書はこちら）

④「苦情申立書」に必要な事項を記入し、苦情申

立ての窓口に提出してください。

また、郵送、ファックス、メールでも申立てが

できます。

【お問い合わせ先】

北海道総合政策部知事室道政相談センター

〒060-8588　札幌市中央区北3条西6丁目

（☎011-204-5523（直通）、FAX011-241-8181）

メール　kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

各総合振興局（振興局）総務課

高次脳機能障がい者・家族交流会

INF
ORM
ATI
ON 知ってますか？

道の「苦情審査委員」制度INF
ORM
ATI
ON
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歯科健診を受けましょう！

INF
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※日本は定期健診受診率が低く、北海道は日本の

中でもさらに低くなっています。

スウェーデン 日本

歯科定期健診受診率

70歳の歯の本数（平均）

90％

20本

6％

8本
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法務局では、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大防止のためインターネットまたは電話による

相談をお願いしています。

差別や虐待、セクハラ・パワハラ、インターネ

ット上の書き込み、いじめなどの人権問題や日常

生活の中の様々な問題でお困りの方は、下記のイ

ンターネット人権相談をご利用下さい（秘密は固

く守られます）。

24時間いつでもご利用できますので、ひとりで

悩まずに気軽に相談してください。

受付時間／24時間対応

利用方法／パソコン、携帯電話およびスマートフォン

アドレス／

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.

html

（パソコン、携帯電話およびスマートフォン共通）

回答方法／翌日以降、メール、電話または面談に

より回答

その他／端末の環境により、インターネット人権

相談をご利用いただけない場合があります。その

場合は、恐れ入りますが、電話相談をご利用くだ

さい。

【みんなの人権110番】
0570-003-110
（平日8:30～17:15まで）

元太陽の園の臨床心理士で、現在は、札幌の北

海道社会福祉事業団もなみ学園に勤務をしている

河内氏からお話を聞き、教育関係者等が心理検査

結果の見方を知る事で、子供達の指導に生かせて

いただけたらと思います。

様々な問題を抱えている家族が少しでも解決が

できることを願い、また、保護者以外の関係者か

らも理解を得て子供達が社会参加しやすい雰囲気

が生まれる事を願っております。

講師／河内　哲也氏

日時／令和3年7月31日㈯14:00～16:00

配信／Zoomにて（録音・録画等禁止）

※参考　ネットで検索「Zoomってなに？参加する

には、どうすればいいの？」

定員／30名程度

参加費／無料

主催／室蘭LDを考える会

後援／室蘭市・登別市・伊達市・豊浦町・壮瞥

町・白老町・洞爺湖町および各市町教育委員会

申し込み／参加者氏名、勤務先、所属、住所、電

話番号、職種（保護者）、質問等を記入して、メー

ルで下記までお申し込みください。

【お申し込み・お問い合わせ先】

室蘭LDを考える会（担当：熊谷）

メール：ld.in.muro@gmail.com

※参加希望者多数の場合は、ご希望に添えない場

合があります。また、様々な事情で、延期・中

止になることがあります。

※当会では、関心のある方々に様々な支援と協力

をお願いしております。

インターネット人権相談をご利用下さい

INF
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教育講演会「WISC等の心理検査の結果の
見方や指導への繋げ方」INF

ORM
ATI
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法務局自筆証書遺言書保管制度について

INF
ORM
ATI
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※左のQRコードをバーコードリー

ダーで読み込んでください。
※QRコードは㈱デンソーウェーブの登

録商標です。
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無料法律相談を開催しております

INF
ORM
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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（ただし、定員になり次第締め切り）

※相談日当日は、マスクの着用をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止になる場合があります。

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

無料法律相談を毎月実施しております。お困り事などありましたら、ぜひご利用ください。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し込みください。

令和3年7月08日（木） 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和3年7月02日(金)

令和3年8月12日（木） 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和3年8月06日(金)

令和3年8月26日（木） 林弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和3年8月20日(金)

令和3年9月09日（木） 増川弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和3年9月03日(金)

開　催　日 担　当　弁　護　士 申　込　期　限

※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。

自衛官募集

INF
ORM
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各種説明やイベント案内も行っておりますのでお気軽にお越しください。

航空学生

一般曹候補生

防衛大学校
（一般）

防衛医科大学校
（医学科）

防衛医科大学校
（看護学科）

自衛官候補生

お問い合わせ先

（海）18歳以上23歳未満の
高卒者（見込み含む）

（空）18歳以上21歳未満の
高卒者（見込み含む）

18歳以上33歳未満の者

18歳以上33歳未満の者

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

18歳以上21歳未満の高卒者
（見込み含む）

〒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）

令和3年7月1日㈭
～9月9日㈭

令和3年7月1日㈭
～9月6日㈪

令和3年7月1日㈭
～8月20日㈮

令和3年7月1日㈭
～10月27日㈬

令和3年7月1日㈭
～10月13日㈬

令和3年7月1日㈭
～10月6日㈬

1次試験
令和3年9月20日㈪

1次試験
令和3年9月16日㈬～18日㈯
※いずれか1日

1次試験
令和3年11月6日㈯～7日㈰
※いずれか1日

1次試験
令和3年10月23日㈯

1次試験
令和3年10月16日㈯

男子
令和3年8月27日㈮～29日㈰
女子
令和3年8月27日㈮～28日㈯
※いずれか1日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日
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船舶運航技術を学ぶ！シーマン・シップを学ぶ！

国立宮古海上技術短期大学校は、国土交通省の

所管する学校で、優秀な船舶運航技術者の育成を

目的とし、海と船をフィールドに学んでいます。

卒業生には、海技資格における特典が付与され、

海運界はもちろんその関連産業を中心に幅広く活

躍しています。

【オープンキャンパス予定日】
2021年

第3回　7月17日㈯
第4回　9月18日㈯

2022年

第5回　2月11日㈮　Web

選抜区分／

・学校推薦型選抜、総合型選抜、自己推薦型選抜、

一般選抜

※多種多様な選抜方法があります。詳しくは下記

へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

国立宮古海上技術短期大学校　教務課

（☎0193-62-5316）

〒027-0024　岩手県宮古市磯鶏2-5-10

メール　kyoumu-miyako@jmets.ac.jp

ホームページ

https://www.jmets.ac.jp/miyako/

対象／泳ぎが苦手な小学生

日時／7月27日㈫、7月29日㈭、8月3日㈫、8月5日㈭
時間／18:00～19:00

場所／伊達市総合体育館　温水プール

募集人員／20名（先着順）

参加費／2,000円（プール入館料・保険料含む）

申込方法／はがき、FAXまたはメールで下記へ

※住所、氏名、学年、保護者名、電話番号を記入

のこと

申込期限／7月22日㈭

【お申し込み・お問い合わせ先】

伊達水泳協会　藤原　達雄

〒052-0022　

伊達市梅本町23-80（FAX0142-25-5936）

メール　t23fuji@poppy.ocn.ne.jp

みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板みんなの掲示板

かおりの教室

【アロマ体験会】～物忘れ予防とアロマ～

認知症予防にも活用されるアロマ。アロマの基
本から活用法までお伝えします。
あなたが必要なかおりと意味もわかりますよ。
日時／7月16日㈮10:00～11:30　先着4名
料金／500円(物忘れ予防スプレー作りは、追加1,500円)
会場／壮瞥町地域交流センター山美湖 小会議室

対象／興味がある方はどなた様でも
【お申し込み・お問い合わせ先】

☎090-1522-7840
メール：aromacosme2016@gmail.com 松浦まで

夏休みチビッコ水泳教室の開催
（伊達市水泳協会主催）INF

ORM
ATI
ON国立宮古海上技術短期大学校の

入学生募集について　INF
ORM
ATI
ON

ホームページQRコード

広　告 広　告
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【講座】

①ハーバリウムワークショップ
日時　7月10日㈯・24日㈯10:30～12:30

定員　先着各3人

料金　各1,700円～

②きめこみパッチワーク講座
日時　7月17日㈯10:30～16:00

定員　先着15人

料金　900円～3,000円

申込方法／7月1日㈭から①は各前日まで、②は9

日までにお電話で。

【お申し込み・お問い合わせ先】

西いぶりリサイクルプラザ（☎0143-59-0319）

昨年のサマージャンボ宝くじ（第848回全国自治

宝くじ）及びサマージャンボミニ（第849回全国自

治宝くじ）の時効（8月25日㈬）が迫っております

ので、お忘れなく。

この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい

まちづくりに使われます。

発売期間／7月13日㈫～8月13日㈮
抽選日／8月25日㈬
支払開始日／8月30日㈪

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3年7月30日㈮ 13:00～15:30

（隔月1回第4金曜日開催予定）※7/23が祝日のため

場所／地域交流センター山美湖　1階小会議室

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

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎0142-66-2121）

西いぶりリサイクルプラザからの
お知らせINF

ORM
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サマージャンボ宝くじについて

INF
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ATI
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くらしの無料相談会を開催します

INF
ORM
ATI
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死亡事故ゼロ529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（ ）は令和3年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和3年5月11日～令和3年6月10日）

■人のうごき

■5月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,408人 （△01）

男 1,146人 （　01）

女 1,262人 （△02）

世帯数 1,300戸 （△02）

※5月末現在（ ）は前月差

内田ミヨシさん（94才）【不動】

鈴木アイ子さん（92才）【蟠渓】

篠原　正一さん（61才）【上久保内】

◆お悔やみ申し上げます

そうべつ に広告を

掲載しませんか

町では、地域経済の活性化を図るため、広報に

掲載する民間の企業や自営業の方などの広告を募

集しています。詳細はホームページ、もしくは下

記までお問い合わせください。　

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場企画財政課企画広報係（☎0142-66-2121）

広
報

広　告
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「色活講座」とは、身の回りにあふれている「色」を楽しみながら生活に活かすため

の講座です。先生のお話に加え、いくつかのワークやレクリエーションを行い、「色」に

ついて学びます。講座に参加して、あなたに似合う色を探してみませんか？

皆さまの参加をお待ちしています。

※本講座は新型コロナウイルス感染症のため5月に開催を見送った講座となります。

※本事業は山美湖大学の事業の一環として実施しますが、壮瞥町民に限り、大学登録者

以外の方も参加可能です。参加を希望される方は、下記申し込み先へご連絡ください。

１．事業名 令和3年度第3回壮瞥町山美湖大学

２．日　時 令和3年7月13日㈫10:00～12:00

３．会　場 地域交流センター山美湖　多目的ホール

４．講　師 NPO法人色彩生涯教育協会認定校

カラースクール　フィレイロ　小　岡　加代子　氏

５．申　込 教育委員会　前川までお電話等（☎0142-66-2131）でお申し込みください。

※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください。

※新型コロナウイルス感染症対策として、参加者を壮瞥町民に限定いたします。

ご了承ください。

今年度はコロナ禍！残念ながら札幌等遠方の美術館には行くことが難しい日々が続い

ています。そこで、今年度の芸術鑑賞ツアーは近隣の美術館等に目を向け、「近隣の魅力、

再発見！」をテーマにバスツアーを企画します。

第一弾は、洞爺湖芸術館を訪問し、さらにおしゃれな水の駅周辺を散策します。

お申し込みをお待ちしております。

期　日　　令和3年8月22日㈰
訪問先　　洞爺湖芸術館　夏特別展「La Luz 光」（作家：佐藤　千穂氏）

入館料　　300円（昼食のためのお金は別途ご用意ください。）

※障がい者手帳をお持ちの方は、提示すれば半額になります。

※65歳以上の方は年齢のわかる物を提示すれば、一割引きで入館できます。

その他　　お問い合わせやお申し込みは、教育委員会 前川までお願いします。　　　

（☎0142-66-2131)

※必ずマスクを着用し、当日発熱や体調不良のある方は、参加をご遠慮ください。

オリパラ応援プロジェクトのご紹介

★シニアのための「色活
いろかつ

講座」を開催します★

洞爺湖芸術館に夏特別展「La Luz 光」を見に行こう！

令和３年度芸術鑑賞ツアー①

町では、7月19日から壮瞥町で事前合宿を行う予定のフィンランド人オリンピック選手

の皆さまを応援するため、取組を行っておりますので、そのうちの2つをご紹介します。

★オリパラ応援！千羽鶴プロジェクト
千羽鶴を作って、フィンランド人選手の皆さまに応援の気持ちを伝えます！既に学校

の皆さまなどに折り鶴の作成を依頼していますが、広く町民の皆さまからの提出も受け

付けます。提出期限は7月5日と定めていますが、その後でも提出は受け付けます！ご協

力いただける方は下記担当までお問い合わせください（数に限りがありますが、折り紙

の提供も可能です）。

★フィンランド選手へ七夕メッセージよ、届け!
山美湖館内に、七夕短冊風の応援メッセージ作成コーナーを設置しています。

選手の皆さまに、応援メッセージを送ろう！

【お問い合わせ先：生涯学習課 前川・中岡（☎0142-66-2131）】

○主　催　壮瞥町教育委員会

○共　催　そうべつアウトドアネットワーク

○協　力　壮瞥町スポーツ推進委員

○場　所　オロフレ山（標高1230.8m）

○日　程　8月1日㈰　※雨天時は、9月19日㈰に延期します

8:00山美湖発　16:00山美湖着予定

○対　象　壮瞥町内在住の小学生以上20名程度

※低学年児童は保護者等と一緒にご参加ください。

○ガイド　ノースランド　代表　辻野健治　氏

（（社）日本山岳ガイド協会認定登山ガイド）

○申　込　7月23日㈮までに教育委員会までご連絡ください。

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

○送　迎　山美湖から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到着時間などが変更になる場合があります。

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。

③スクールバスでの移動やオリエンテーションでのマスク着用、手指消毒など

感染症予防を行った上で実施します。

④感染症の状況によっては中止になる場合がありますのでご了承ください。

第74回目の開催となる町民歩けあるけ運動“オロフレ山”登山をご案内します。昨
年度も実施しましたが、悪天候のため途中で下山しました… 改めて再挑戦したいと思
います！登山ガイドの辻野さんをガイドに、山の楽しみ方や注意事項など「登山の心得」
についても学習しながら登山を行います。初心者でも比較的登りやすい山ですので、ご
家族などお誘い合わせの上ご参加ください。
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【オロフレ山】

そうべつアウトドア体験会Ⅰ
（令和3年度スポーツ庁補助事業）

第74回町民歩けあるけ運動
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「一般書」

『祥子さんこの知恵、いただ
きます』『そこに工場がある
かぎり』『学校が「とまった」
日』『達人が教える介護のコ
ツ』『神の涙』『遺訓』『乱丸
新装版（上・下）』『岸辺の旅』

『犬がいた季節』『空芯手帳』
『クララとお日さま』『博士と
狂人』『赤いモレスキンの女』

『ムサシと武蔵』『お医者さん
が薦める免疫力をあげるレ
シピ』『ウルトラ図解　めま
い、耳鳴り』『エクセルは見
た目が9割』『あやうく一生
懸命生きるところだった』
『世界一やさしい海釣り入
門』『はたらく細胞BLACK

（1）』『かえるの哲学』『東日
本大震災3.11生と死のはざ
まで』『在宅ひとり死のスス
メ』『ひとりをたのしむ』『キ
ュロテ・ドゥ』

「児童図書」

『あたまをつかった小さなお
ばあさん』『さよなら、スパ
イダーマン』『それでも人の
つもりかな』『変化球男子』

『糸子の体重計』『かいけつゾ
ロリのクイズ王』『かいけつ
ゾロリのちていたんけん』

「幼児図書」

『にげてさがして』『あるヘラ
ジカの物語』『会いたくて会
いたくて』『こどもかいぎ』
『こんにちは！わたしのえ』
『みずをくむプリンセス』

（注）上記の書籍を発注して

おりますが、納品が遅れる

ことがありますので、ご承

知願います。

（一部抽出）

タイトル『おじいちゃんの大切な一日』

重松清

コロナ禍で孫にもなかなか会えない今！図書室で目
にしたこの本に、心惹かれるまま年甲斐もなく借りて
しまいました。エリカちゃんという5年生の女の子。
新しいゲーム機が欲しくて、お父さんとお母さんに嘘
をついて叱られた次の日、なぜかおじいちゃんとおば
あちゃんの家に一人で、電車に乗って泊まりに行った
エリカちゃん。その翌日、おじいちゃんとバスで工場
に伺います。今までに見たことのない『キリッ』とし
たおじいちゃんと過ごした一日の様子。人と人の関わ
り方！読んで良かったと思える一冊でした。

（オススメ者：Ｒ・Ｋさん）

わたしのオススメ本

第18回オリンピック
東京大会

室蘭民報社

日本で初めて開催
されたオリンピック
の感動をもう一度！
開会式はもちろん、
各種目の様子、そし
てメダル授与までを、
大きな写真で見なが
ら、隅々まで知るこ
とができます。どの
選手もとても良い表
情をしています！

消えたオリンピック・ランナー
金栗四三ものがたり

佐山和夫原案／
桜咲さくら子作

日本人初のオリン
ピック選手として世
界に挑戦した金栗選
手。しかし、長距離走
途中でまさかの棄権
をしてしまいます…。
金栗選手とオリンピ
ックを巡る非常に感
動的な物語です。

世界を動かす
プレゼン力

ニック・バーリー

”五輪招致の請負
人”と呼ばれるニッ
ク・バーリー。「プレ
ゼン下手」と言われ
る日本人を、素晴ら
しいパフォーマンス
へ導いた方法とは？
五輪の裏側が少し見
えるかもしれません。

7月の展示 
オリンピック の 本オリンピック の 本

この本は

やまびこ図書室

にあります！

素敵な絵と読みやすい文章で

綴られる心温まる本です

素敵な絵と読みやすい文章で
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綴られる心温まる本です

素敵な絵と読みやすい文章で

綴られる心温まる本です

暑～い夏は
怖～い本でも
いかが？

怖い本特集

火のないところに煙は

芦沢央

読み終えた後、表紙をもう

一度よく見てみましょう…

夏と花火と私の死体

乙一

物語の語り手は、殺された女の子…

独特の視点で物語が進みます。

残穢
小野不由美
その土地に代々続く

『穢れ』とは。

決して他人事ではない恐怖に

背筋が凍るはずです…
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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

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

★プログラム★
齊藤麗子さん 落語『芝浜』
加賀谷良子さん 古典『源氏物語より』
悉有仏
し つ う ぶ つ

（土屋知実）さん
随筆『限界峠を超えて』蟹工船のおはなし
稲尾教彦さん 語り 詩『舟』

昔話『見るなの蔵』

↓やまびこ図書室の本を紹介する
ブックトーク

↓大型絵本の読み聞かせ

↑絵本の読み聞かせ

今年で発足から21年。壮瞥町の住民に、本の楽しさを伝え続ける、ボランティ
ア「読み聞かせ ひだまりの会」の会員を現在大募集中！育児サークル、壮瞥
小学校（全学年）、長日園で毎月紙しばいや絵本の読み聞かせを中心に、20代
～80代までの8人のメンバーで活動しています。読み聞かせや朗読に興味のあ
る方、本の好きな方、子ども達にたくさん本を読んであげたいと思っている方、
ぜひお気軽にご連絡ください。お問い合わせは☎0142-66-2131（小岡）まで

★　図　書　分　室　の　イ　ベ　ン　ト　★

待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！待ってます！

ようこそ　図書分室へ！

朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会朗読会

期　日：令和3年７月15日㈭14:00～15:30　　　　　
場　所：図書分室（旧壮瞥消防署）
参加費：無料　　　　　　

※新型コロナウイルスの影響のため、中止になる
可能性があります。

4人の方から、
素敵な朗読をしてもらいます。
ぜひご参加ください！



― 28 ―

ジオパーク通信ジオパーク通信 第　108　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）

� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �� いま、会えない人に 手紙を出そう �

洞爺湖有珠山ジオパークだより

新型コロナウイルス感染症の影響で、親戚や友
人に、会いに行けない状況が続いています。スマ
ートフォンでも連絡はできますが、地元の特産品
をデザインした切手を貼って、手紙やはがきで、
あなたの気持ちを伝えませんか？

洞爺湖有珠山ジオパー
クと郵便局は、これまで

「ジオパーク・郵便局コ
ラボレーション事業」と
して、郵便ポストラッピ
ングや、郵便集配車両へ
のステッカー貼付けを行
いました。

この一環で、6月21日
㈪、郵便局からジオパー
クの4つのまちの特産品
をデザインした「洞爺湖
有珠山ジオパーク 大地の
恵み フレーム切手」が発
売されました！

ジオパーク切手で

大地の恵み フレーム切手発売開始！

郵便ポストラッピング

ステッカーの貼り付け
（丸部分）

～お近くの郵便局で購入できます！～
価　格：1シート1,275円（63円切手5枚、84円切手5枚のセットです）
取扱局：○伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町内の全16郵便局

○札幌中央郵便局、北海道庁赤れんが前郵便局、小樽郵便局、千歳郵便局新千歳空港内分室、
室蘭郵便局、苫小牧郵便局、帯広郵便局、フィッシャーマンズワーフ郵便局など道内20以上の郵便局
郵便局のインターネットサイトでも販売を予定しています。

ユネスコ世界ジオパーク認定地・洞爺湖有珠山
ジオパークは、北海道伊達市・豊浦町・壮瞥町・
洞爺湖町の４つの市町の取組です。大地の見どこ
ろの保全、観光振興、教育活動等を通して、この
地域の魅力や楽しみ方をお伝えします。

ホームページ

（ほかにもInstagram, Youtubeで発信中！）

メルマガ登録 Facebook

切手シートのイメージ
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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３年７月号

北海道警察からのお知らせ

夏休みの少年非行・犯罪被害防止

実施期間7月13日から7月22日までの10日間

夏休みの時期は、開放感から子ども達の活動も活発になりますが、非行防止は家庭からです。

家庭は最も身近な社会です。子ども達の夏休みのきまりについて確かめて、社会のルールとマ

ナーを守り、善悪のけじめをつけさせましょう。

夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動夏 の 交 通 安 全 運 動
●夏の交通事故防止のポイント
夏は、暑さや疲労で注意力が散漫となり、居眠り運転による正面衝突や車両

単独事故が増加する傾向にあります。

・車に乗ったら全ての席でシートベルトを正しく締めましょう。

・スピードの出し過ぎ、無理な追い越しは絶対にやめましょう。

・眠気を感じたら直ちに休憩をしてリフレッシュしましょう。

●7月13日は、飲酒運転根絶の日
・道民一人一人が「飲酒運転をしない、させない、許さない」という強い気持

ちで、北海道から飲酒運転を根絶しましょう。

北海道警察官募集中

「受験しない理由が見つからない」
悪は許せない、やりがいを持って仕事がしたい、北

海道で働きたい、そんな熱い思いを持っているあなた。

北海道警察を受けない理由はありません。

～83,424㎢ ケタ違いのフィールドを守る～

採用予定人員　220名程度

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

道内では7月21日から

オリンピック競技開始
オリンピック競技の円滑な進行と観客等の

安全確保のため、交通規制が行われます。

公共交通機関を利用するなど、

交通総量の抑制にご協力を

お願いします。

お問い合わせ先　北海道警察

万引きは

犯罪！

喫煙、飲酒は

非行の入り口
大麻は危険な薬物、

絶対ダメ！

インターネットの世界は

危険がいっぱい！
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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。
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生活習慣病（特定）健診を受けましょう

【お問い合わせ先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）

20歳～39歳の国民健康保険加入者の方も今年は町の生活習慣病健診での受け入れを可能にしました。

この機会に、ぜひ受診していただけますよう、ご案内いたします。

※上記日程で都合がつかない国民健康保険（40歳以上）・後期高齢者保険加入者は、近隣の医療機関で

も無料で健診を受けることができます。詳しくは保健センター健康づくり係までお問い合わせください。

(1)消毒作業や一定の距離をとってお待ちいただく関係上、健診会場は保健センター

のみとなります。

(2)30分あたり8名程度の申し込み制とさせていただきます。お申し込みされた方に、

問診票を郵送します。

(3)検査項目を限定し、受診時間の短縮を図ります。

※基本の検査項目は尿検査、身体計測、問診、血圧測定、採血、体組成、握力、腹囲、心電図（医

師が必要と認めた者）とします。

今年度はオプション検査として、下記の３つの検査を実施します。

①エキノコックス検診（健診受診者全員）

②風疹検査（昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の方）

③肝炎検査（令和3年度中に40歳・41歳になる町民の方）

※②風疹検査　及び　③肝炎検査　は、それのみで検査を受けることができます。

新型コロナウイルス感染症の流行のため、健診時における感染症拡大防止対策をとってお

ります。そのため、昨年度に引き続き、生活習慣病（特定）健診を下記の通りとさせていた

だいております。ご理解ご協力お願いいたします。

※人数を制限する関係上、健診のお申し込みを20歳以上の国保・後期・生保の方と、受診券を

お持ちの社会保険（扶養）の方限定とさせていただきます。社会保険（扶養）の方で受診券を

お持ちでない方は、加入保険先、または会社へご相談ください。

壮瞥町

保健センター

・国保

・後期

・生保

・社保

各受付時間

8名
無 料｝※コミタク臨時便を利用

できます。利用を希望

される方は、9時の受

付時間になります。

※申し込みの際に、ご

希望の時間帯をお知

らせください。
受診券によって値段

が違います。

8月7日㈯

8日㈰

9日㈪

実施日 受付時間 人　　数 料　　金健診会場

① 7:00

② 7:30

③ 8:00

④ 8:30

⑤ 9:00

⑥ 9:30

～～～～～～～～



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。▼

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

4 7
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

10

11 12 16
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17

17

6
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17

5

14
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

9
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

8
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00　p21
図書分室開放日
13:00〜16:00

15
育児サークル
子育て支援センターげんき
10:00〜12:00 p17
図書分室開放日
13:00〜16:00

13
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17
山美湖大学
山美湖1階　多目的ホール
p24

※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

06日
20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

24日
07日
14日
21日
28日

32
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17

1
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
図書分室開放日
13:00〜16:00

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

18 19 23
スポーツの日

2421
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

22
海の日

20
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17

25 26 30
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17
くらしの無料相談会
山美湖1階　小会議室
13:00〜15:30

3128
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

29
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

27
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　p17

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

資源ごみ（古紙類）回収日

令和3年

燃やせないごみの日
大型ごみ回収日


