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9月30日㈮、壮瞥中学校で開催された総合文化交流会後に、PTA主催の地域文化交流会「後夜祭」が
行われました。

地域の皆さんによる和太鼓やダブルダッチ、ブレイクダンス、フラダンスの披露等が行われ、後夜祭の
最後には、キャンプファイヤーを囲み参加者全員で盆踊りが行われました。

13ページには総合文化交流会・地域文化交流会のスナップ集があります。

総合文化交流会 地域文化交流会「後夜祭」
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ゆーあいの家の
長期休業について

休業期間　令和4年11月1日㈫～12月15日㈭
ゆーあいの家は、浴槽の改修工事等のため、上記の期間休業します。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解をいただけますようお

願いします。
休業期間中は、下記の町営温泉をご利用ください。

町では、ゆーあいの家の休業期間中、コミュニティタクシー（乗合タクシ
ー）を利用して上記の町営温泉まで往復する方の利用料を無料化（ご返金）し
ます。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場総務課財産管理係（☎0142-66-2121）
NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ（☎0142-66-2201）

■ご利用の流れ
〇ご利用前に毛利ハイヤー（☎0142-66-2366）に予約をします。※予約は前日17:00までです。

また、初めて利用される方は、事前に役場（☎0142-66-2121／企画財政課）に電話し、登録してください｡

〇コミュニティタクシーの利用の都度、利用料（町内片道お一人　100円）を一旦お支払いください。

なお、お支払いの際に、「乗車証明書」が発行されますので、紛失しないように大切に保管してくださ

い。

■返金の受け取り方法
〇下記の期間・場所で、返金を受け取ることができます。返金額は「乗車証明書」の枚数×100円です。

返金期間　令和4年11月1日～令和5年1月31日

返金場所　横綱北の湖記念館、久保内ふれあいセンター、ゆーあいの家（営業再開後）

■以下の点にもご注意ください
〇コミュニティタクシーは複数の方が同乗する「乗合（のりあい）タクシー」ですので、予約状況によっ

ては、ご希望通りの迎え、到着時間にならない場合があります。

〇「町営温泉での入浴」以外の目的での利用や、コミュニティタクシーの運行ダイヤ以外の利用（一般の

タクシー料金）は、無料化の対象外になりますのでご注意ください。

〇「乗車証明書」の再発行はできません。また、紛失した場合、ご返金ができませんので大切に保管して

ください。

※敬老福祉証（70歳以上の町民対象）をお持ちの方は、道南バスも無料で利用できます（町内区間のみ）。

詳しくは、保健センター住民福祉課社会福祉係（☎0142-66-2340）までお問い合わせください。

お車のない利用者の皆さまへ

久保内ふれあいセンター 来夢人（きむんど）の家
壮瞥町字南久保内（☎0142-65-2010）

営業時間　10:00～20:30

11月1日～12月15日は休まず営業します

壮瞥町字仲洞爺（☎0142-66-7022）

営業時間 10:00～19:00（受付終了 18:30）

毎週火曜日休業

設備の故障等の理由により、予告なく休業する場合が

ありますのでご了承ください。
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自主防災組織についての
ご相談、お問い合わせ先
壮瞥町役場総務課防災係

(☎0142-66-2121)

自主防災組織とは

自主防災組織の主な活動

自主防災組織をお手伝いします!
□災害発生時だけではなく、平素から

地域の皆さんで防災活動を行う組織

が自主防災組織です。

〇災害発生時は行政・消防等が

応急対策活動を実施（公助）

加えて　　　↓

〇自分自身で自分の身を守る（自助）

〇地域の皆さん相互の協力 （共助）

全て行う事が前提ではなく、避難所の鍵を開ける事や、

避難の際にお隣に声をかけることも重要な活動です。

●平常時
・防災知識の普及啓発活動

・危険箇所の把握、防災訓練の実施

・防災資機材の点検・操作法習熟

●災害時
・情報の収集、伝達活動

・初期消火、避難誘導活動

・給食･給水、救出・救護活動　など

自主防災組織の必要性、活動について考えて
みませんか？
役場も皆さんと一緒に考えていきます。

災害から地域を守るためには、

3つの「助」が不可欠
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【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)
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オミクロン株対応コロナワクチン
追加接種（5回目）のお知らせ

4回目を接種した方のオミクロン株対応コロナワクチンについて、追加接種できる期

間が5カ月から3カ月に短縮されたことから、下記のようにワクチン接種を実施します。

・新型コロナワクチンの追加接種（4回目）を接種してから、3カ月以上が経過し、オ

ミクロン株ワクチンを1度も接種していない方

①接種券付き予診票、接種済証が届く

②接種済証に書かれている接種日と場所、時間を確認する

接種を受けられるのは、接種を終了した日から3カ月以上経過した後となっていま

すので、4回目の接種を受けた順に接種日を設定しています。

接種日、接種場所、時間は、接種済証に記載されていますので、必ず封筒を開封

し、中身を確認ください。

③予診票に記入する

同封されている予診票に記入、署名をして、当日お持ちください。

＜ 対 象 者 ＞

＜ ワクチン接種までの流れ ＞

①接種当日に検温、体調確認をする

明らかに発熱がある場合や体調が悪い場合は接種を控えましょう。

②肩を出しやすい服装にする

当日は肩を出しやすい服装でお越しください。

③持ち物をチェックする

接種券付き予診票 

接種済証（住所や接種日などが書かれている用紙）

本人確認書類（免許証、保険証など）

＜ 接 種 当 日 ＞

【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)

★使用するワクチンは、

オミクロン株対応コロナワクチン（ファイザー）になります。

封筒の中のものは、
この紙以外、全部持
ってきてください！

「接種日や時間を変更したい」「接種は受けない」などの場合
は、保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340)まで
かならずご連絡ください！
・ ・ ・ ・
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乳幼児（生後6カ月～4歳以下）
新型コロナワクチン接種が始まります
生後6カ月～4歳以下のお子さまを対象とした新型コロナウイルスワクチンの接種が

始まることになりました。対象のお子さまにはハガキをお送りしています。お子さま

の接種を希望される方には接種券付予診票を郵送しますので、保健センター健康づく

り係までご連絡ください。

≪ワクチン接種の注意事項≫
●キャンセルされる場合は、インター通り小児科へ直接ご連絡ください。

密になるのを防ぐため、必ず予約した時間にお越しください。また、予約した時間よ

り遅れる場合は、必ず医療機関へ連絡してください。連絡がない場合は、キャンセル

とみなします。

●風邪症状や発熱など、体調が優れない方は接種をお控えください。

●接種券、母子手帳を忘れずにお持ちください。

●新型コロナワクチン接種日の前後2週間は、インフルエンザ以外の他のワクチンを接

種することはできません。インフルエンザワクチンは接種間隔の制限がありません。

≪新型コロナワクチン接種間隔≫

コロナワクチン接種事業は令和5年3月末までの予定です。

3回接種を終えるには、12月までに1回目の接種を受ける必要があるため、接種を希

望される方はお早めの予約をお願いします。

＜ 注 意 ＞

【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)

●対 　 象 　 者：生後6カ月～4歳以下のお子さま

●実 施 機 関：インター通り小児科　（予約制）

●使用ワクチン：ファイザー社製　乳幼児用コロナウイルスワクチン　

●接 種 回 数：計3回（1回0.2ml）

接種スケジュール

1回目

3週間あける 8週間あける

2回目 3回目

※1回目終了後3週間あけて2回目接種、その後8週間あけて3回目接種します。

インター通り小児科

（伊達市松ヶ枝町30-8）

※お電話では予約できません

※接種予約は直接医療機関へお願いします

web予約（24時間受付）
https://aikokai.atat.jp

QRコードはこちら→

日程

毎週木曜日

受付時間

18:00～18:30

接種場所 予約方法 接種日程

この間はインフルエンザ
以外のワクチンは打てません

前後2週間の間隔をあけて　
他のワクチンの接種が可能です

※３回セットのため、すべての日程のご都合の良い日で予約をお願いします。
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物価の高騰などの影響を受けている高齢者世帯・障がい者世帯の方々への支援措置とし

て、令和4年度の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり1万円を支給しています。

●次の方はご確認ください

(1)役場から通知がきている方でまだ「確認書」を提出していない方

(2)「確認書」を提出したが、役場から支給決定通知が届いていない方

※(2)については、「署名欄」の記載がなくどなたかわからないケース、または書類に不備が

あり連絡しているが、電話がつながらないケースです。

｢高齢者世帯等生活支援給付金交付確認書｣の
提出はお済みですか？

速やかに「確認書」を提出いただくか、役場に確認のご連絡をお願
いします。

対象者であると思われるのに、通知が来ていない方がいらっしゃい
ましたら、役場に確認のご連絡をお願いします。

●対象となる世帯について

令和4年6月1日時点で本町に住民登録がある世帯のうち、令和4年度住民税が非課税の世帯

（世帯主及び世帯員の全員が非課税）で、

(1)満65歳以上の方の属する世帯

(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の

属する世帯

※(1)、(2)の「生活保護世帯」も対象となります。

壮瞥町地域公共交通計画策定に係る
アンケート調査の実施について

町では、令和4年度と令和5年度の2カ年で、将来に渡って維持が可能で、地域の特性や実

情に応じた公共交通体系の構築を目的に、壮瞥町地域公共交通計画を策定します。

策定にあたり、現状の公共交通に対する利用状況やニーズなどを把握するため、次のとお

りアンケート調査を実施しますので、回答についてご協力いただきますようよろしくお願い

いたします。

調査対象　15歳以上の町民のいる650世帯（住民基本台帳システムで抽出）

回答方法　アンケート調査用紙に記入し、同封した返信用封筒で返送。または、役場に直接提出｡

発送時期　令和4年11月上旬～中旬

【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)

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課住民係（☎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

北西太平洋に存在する熱帯低気圧で、なおかつ中心付近の最大風速が約17m/s以上の

ものを『台風』と呼んでいます。台風は、通常東風が吹いている低緯度では西に移動、太平

洋高気圧の縁をまわり北上し、上空の強い西風（偏西風）により速度を上げて北東へ進む

など、上空の風や台風周辺の気圧

配置の影響を受けて動きます。特

に夏から秋にかけては、日本に接

近または上陸する台風が多くなり

ます。

30年間（1991～2020年）の平均

では、年間で約25個の台風が発生

し、約12個の台風が日本から300

km以内に接近し、約3個が日本に

上陸しています。

台風が発生した時、気象庁では

台風の位置や大きさ、強さ、今後の進路などを3時間ごとに発表しています。また、台風

が日本に接近し、災害が発生するおそれが出てきた場合には、台風の位置や強さなどの

実況と1時間後の推定値を1時間毎に発表しています。

8月から9月が一番台風の発生や接近、上陸の可能性の多くなる時期ですが、北海道で

も過去には10月に苫小牧市付近に上陸した記録があります。

接近や上陸した場合は、大雨や強風、高波などの激しい現象が発生するおそれがあり

ます。どこで土砂災害や浸水害、洪水災害の危険度が高まっているかを知ることができ

る「キキクル」や気象台の発表する最新の警報や注意報、防災気象情報等に留意し、自治

体から避難指示が発令されたら、対象地区の住民の方々は速やかに危険な場所から避難

してください。

※もっと詳しく知りたい方は「気象庁ホームページ」をご覧ください。

【お問い合わせ先】室蘭地方気象台（☎0143-22-4249）

「台風」について

月別の台風発生・接近・上陸数の平均値
（1991～2020年の30年平均）

よくある質問集 

「台風について」 「台風情報」
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「もったいないミュージカル」が公演されました！

令和4年9月16日㈮、地域交流センター山美湖で
北海道と壮瞥町の共催事業として、本町の小学生
児童を対象とした北海道巡回小劇場が開催されま
した。
今回ご公演いただいたのは株式会社笑う猫文化

事業局の皆さまで、歌や踊り、楽器演奏を織り交ぜ
た、「もったいないミュージカル」を熱演していた
だきました。

また、公演の後にはダンスのワークショップも
あり、子どもたちは教えてもらったダンスを一生
懸命踊りながら、思いきり楽しんでいました。

オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～オーロラだより　～フィンランド暮らしの記録～

モルック

Moi！皆さんはモルックというフィンランドの遊びを知っ
ていますか？9月には壮瞥町でもモルックの大会が行われた
と聞きました。

モルックはフィンランド発祥の庭遊びです。ルールはとて
も単純で、投げるための棒（モルック）と12本の数字の書かれ

た棒（スキットル）さえあればどこでもできるので、子どもから大人まで楽しむこと
ができます。
私が初めてモルックを知ったのは、ホストファミリーのおばあちゃんの家でホス

トシスターたちと遊んでいる時でした。暖かい夏の日に裸足でお花の咲く庭を駆け
回りながら遊んだのは懐かしい思い出です。最近では大学のフレッシュマン（新入
生）イベントでモルックのブースがあり、クラスメートと遊びました。

さてこのモルックですが、今日では世界各国で大会の行われるスポーツにまで発
展しました。1997年に初めてフィンランドカップが開催され、2004年からは世界大
会も開催されています。フィンランド国外では特にフランスで人気が高まっている
ようです。

ちなみにモルックはフィンランド語でmolkkyと書き、日本人の私にとっては発
音しづらい単語トップ10に入る言葉です。

小田 すみれ

・・
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9月20日㈫、兵庫県立西宮高等学校の2年生約
120名が町内農家4軒を訪れ、かぼちゃの収穫等の
農業体験を行いました。

これは、ニセコ町の有限会社マルベリーが行う
「地域産業営み生活体験プログラム」という教育旅
行の生徒等に一次産業の仕事や生活体験をさせる
取組で、町内では、平成26年度から有限会社オロ
フレリゾートが中心となり、町内農業者の下への
受入に協力しています。

コロナ禍の影響で、令和2年度以降は受入を中止
しておりましたが、今年度から再開しており、生徒の皆さんは、初めての収穫体験をとても楽しん
でいました。

モルック大会参加者の皆さん

秋の全国交通安全運動「旗の波」実施について

9月21日から30日までの間、全国交通安全運動が
実施され、壮瞥町交通安全推進委員会及び地域安全
協会による「旗の波運動」が2年振りに行われまし
た。9月22日㈭の久保内地区では伊達警察署山田署
長、 9月27日㈫に滝之町地区では伊達警察署小野交
通課長のご臨席も賜り、壮瞥小学校2年生やあかね
会等のご協力の下、壮瞥中学校１年生が収穫したリ
ンゴを運転者の方に配って安全運転を呼びかけてい
ました。

第1回そうべつモルック大会が開催されました

令和4年9月23日（金・祝）、地域交流センター山美
湖で壮瞥町教育委員会・キートスクラブが主催とな
り、「第1回そうべつモルック大会」が開催されまし
た。

モルックとは、壮瞥町とも関わりの深いフィンラ
ンド発祥の軽スポーツであり、近年では日本でも流
行の兆しを見せています。
今回の大会には、町内外より70名近くの参加者の
皆さまにお集まりいただき、年齢や性別の垣根を越
えて、楽しくモルックをプレイしていました。

地域産業営み生活体験プログラム
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9月29日㈭、育児サークルでヨガ教室が開催され
ました。

この日は3組の親子が参加し、講師の長友氏の指
導の下、ヨガの効果でお母さんたちは心も体も解
放されているようでした。
11月の育児サークルは、壮瞥中学校との交流を
予定しています。どうぞ、親子で参加してくださ
い。また、毎週火曜日と金曜日は子育て支援セン
ターの開放日ですので、ぜひ遊びに来てください。

第41回室蘭地区小学生バドミントン大会　

令和4年10月8日㈯、第41回室蘭地区小学生バドミントン大会兼第9回クラウン商会杯小学生バドミ
ントン大会が伊達市総合体育館で開催され、壮瞥バドミントンジュニア所属の各選手が好成績を収め
ました。
壮瞥バドミントンジュニアは、全国大会への出場を目標に、週に5～6回、2時間程度の練習に元気に
取り組んでおり、選手の皆さんにとっては自信を深める結果となりました。

壮瞥バドミントンジュニアの皆さん

そうべつ保育所運動会開催

10月1日㈯、快晴の中、そうべつ保育所の運動会
が開催されました。

コロナ禍の影響により1カ月遅れの開催となった
運動会では、子ども達が緊張しながらも、家族に
元気で立派な姿を披露していました。
運動会を通して一段と成長した子ども達のこれ

からの活躍が楽しみです。

育児サークル　ヨガ教室開催

すみれ組「うんとこよさこいソーラン」

【入賞選手】

男子

今井大翔くん、新藤大獅くん、
高階春斗くん、山田蒼也くん、
木村翔吉くん、駒井蒼大くん、
新藤悠馬くん、高階秋仁くん
女子

今井　花さん、工藤陽葵さん、
細川小夏さん
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9月30日(金)、壮瞥中学校で総合文化交流会が行われました。これまで58回という長い歴史を
刻んできた壮中祭（学校祭）から名称と内容が変更され、生徒が日頃学んできたことを他生徒や
保護者に発表・発信する貴重な機会となりました。当日の様子をスナップでご紹介します。
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合唱コンクール

総合タイム（総合的な学習の時間）



― 14 ―

移住して6カ月が過ぎました。着任し

た当初は知人が全くいませんでしたが、

図書ボランティアに参加してから、たく

さんの方と知り合い、公私ともに助けていただき感謝していま

す。9月10日㈯には図書フェスティバルが開催されました。コ

ロナの影響で3年ぶりの開催でしたが、絵本の読み聞かせなど

で子どもたちの笑顔が広がりました。図書フェスティバルを始

め、壮瞥町は図書に力を入れていて、素晴らしい環境だと思います。学校や子育てサークルなど

へ出向いての読み聞かせ、また、ブックスタートという、絵本をとおして赤ちゃんと楽しい時間

を分かち合うことを応援している町の事業もあります。それらを支えているのが2つのボランテ

ィア【ポピーの会】と【ひだまりの会】です。両会の雰囲気は共通していて、仲間を尊重し、温かく､

そして居心地の良い会です。今後も図書ボランティアの活動をしながら町の魅力を発見してい

きたいと思っています。

8月26日㈮に道の駅「そうべつ情報館i

（アイ）」の向かいに、「地域のあそびば

ミナミナ」がオープンして2カ月が経ちま

した。「地域のあそびば ミナミナ」は町のコミュニティスペー

スで、井戸端会議の場として使っていただいたり、買い物つい

でに少し休んでいっていただいたりできるような、町内外の

方々が気軽に立ち寄れる場を目指して設置しました。オープ

ンしてからは実際に、お店で買ってきたものやお弁当を食べたり、学生さんの勉強の場になった

り、小上がりでお子さんと遊ぶ親子がいたり、ちょっとした打ち合わせの場として利用したり｡

町内外の方々に様々な用途でご利用いただき、9月は延べ約380人の方にご利用いただきまし

た。また地域おこし協力隊のメンバーが中心となって、「ボードゲームの会」や「そうべつ蚤の市｣

などのイベントを企画、運営して新たな交流も生まれています。

これから、様々なイベントを開催するなど、壮瞥の新たな拠点として、子供から高齢の方まで

幅広く集っていただける場となるよう取り組んでいきますので、ぜひ遊びにきてください。

地域おこし協力隊
ボイス！

地域おこし協力隊の取組や、移住生活で

感じたこと、お知らせなどを、それぞれ

の隊員が発信していきます！

空き家コーディネーター　水野　有加

｢図書ボランティア」活動をとおして

壮瞥町を知る

移住コンシェルジュ　今井　亮輔

「地域のあそびば ミナミナ」

オープンから2カ月

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！

ＳＮＳでは、町のタイムリ

ーな風景や情報を発信して

います！

Facebook Instagram

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。
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毎週火曜日と金曜日、午前10時から12時までの

2時間、子育て支援センターげんきを開放してい

ます。親子で、お友だちと楽しく遊びませんか。

開放日

1日㈫、4日㈮、8日㈫、11日㈮、15日㈫、18日㈮、

22日㈫、25日㈮、29日㈫
育児サークル

24日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・壮瞥中学校との交流会

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要で

す。

※11月22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。

※育児サークルの日には身体測定を行いますの

で、2歳未満のお子さまは、バスタオルの持参を

お願いします（新型コロナウイルス感染症防止

のため）。

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｡

※11月は壮瞥町在住の親子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。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、

中止することがあります。ご理解をお願いいた

します。

【お問い合わせ先】

そうべつ子どもセンター（☎0142-66-2452）

11月の子育て支援センターげんき

11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／9:00～11:00までとなっております｡

11月03日㈭

11月06日㈰

11月13日㈰

11月20日㈰

11月23日㈬

11月27日㈰

12月04日㈰

サイトウ歯科医院 室蘭市日の出町2-16-11 ☎0143-43-6686

柴田歯科高砂デンタルオフィス 室蘭市高砂町3-9-20 ☎0143-45-8484

田中デンタルクリニック 登別市中央町1-3-13 ☎0143-85-2472

はたけやま歯科クリニック 伊達市竹原町36-5 ☎0142-21-5533

すずき歯科医院 室蘭市高砂町5-12-15 ☎0143-46-3434

高橋歯科クリニック 室蘭市白鳥台4-20-5 ☎0143-59-2200

小野瀬歯科医院 室蘭市東町4-31-2 ☎0143-44-1310

多田歯科医院 室蘭市中央町3-7-13 ☎0143-22-1184

月　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　話
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○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11･12年建設　5･6号棟

規格､戸数 2階　3LDK（75.65㎡） 1戸

1階　2LDK（58.51㎡） 1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（17,600～33,700円）

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○建部Ｂ団地（公営住宅）

住所 壮瞥町字滝之町229番地39

建設年度 昭和55・57年建設　2・3号棟

規格､戸数 2階　3LDK（62.19㎡） 2戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（14,800～22,800円）

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　3号棟

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

○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 平成元年建設  3号棟

規格､戸数 平屋　3LDK（74.94㎡） 1戸

月額家賃 家賃は収入によります｡

（23,500～34,900円）

駐車場使用料 月額500円／台

共益費 月額200円

敷金 家賃の3カ月分

※公営住宅は、政令月収が15万8千円を超える方

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。）

●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、次

の書類を用意の上、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）

令和4年11月1日㈫～令和4年11月15日㈫

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課建築住宅係（☎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。

弁景地区から蟠渓地区を結ぶ町道関内蟠渓線

は、地すべりの影響により片側交互通行規制をし

ていますが、これからの積雪により安全な通行が

困難となるため、下記のとおり冬期間の通行止め

を行います。

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよ

ろしくお願いいたします。

なお、春先には現地調査等を行い、安全な通行が

確保される場合に通行止めを解除しますので、予

めご承知おきください。

規制日時／

令和4年12月1日㈭9:00～令和5年5月下旬（予定）

※降雪の状況により規制開始を早める場合があり

ます。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場建設課管理係（☎0142-66-2121）

町営住宅入居者募集

町道関内蟠渓線冬期通行止めのお知らせ
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令和5年度そうべつ保育所入所申込書の配布並

びに申込受付は、次のとおりです。

そうべつ保育所では、アレルギー対応食の提供

や障がい児保育等を行っており、入所申込みとは

別に申込書の提出が必要となります。

つきましては、申込受付の初日に入所説明会を

開催しますので、お子さんと一緒にご参集くださ

い。

なお、保育所の入所契約は単年となっておりま

すので、在園児も改めて申込みが必要となりま

す。

●申込書・入所のしおり配布期間

期間／令和4年11月14日㈪～

場所／そうべつ保育所（月～土）

役場住民福祉課窓口（月～金）

●入所説明会

日時／令和4年11月29日㈫ 19:00～

場所／そうべつ保育所

※新型コロナウイルス感染症の感染予防のた

め、参加者は1家庭から1人といたします。

※家庭でお子さんを保育する事ができない場合

には、お子さんと一緒にご参加ください。

●申込受付期間

日時／令和4年11月29日㈫～12月9日㈮
場所／そうべつ保育所（月～土）

●入所申込みの手続きなど

（1）マイナンバーの記載

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定

申請書に申込児童と同居している親族みなさん

のマイナンバーの記載が必要です。

（2）本人確認書類の提示

手続きに来られた方の本人確認のため、個人

番号カード、運転免許証、旅券（パスポート）など

のいずれか1点をお持ちください。

（3）定員を超える申込みがあった場合

入所定員を超える申込みがあった場合には、

保護者の常態を審査し、保育の優先度が高い方

から入所選考を行います。詳細については、入所

のしおりをご参照ください。

【お問い合わせ先】

そうべつ保育所（☎0142-66-2452）

本年6月から販売しています「そうべつ町プレ

ミアム商品券」の有効期限は11月10日㈭までとな

っております。

この期限日を過ぎますと、ご購入いただいた商

品券がご利用できなくなります。

まだ商品券をお持ちの方は、お忘れなく、お早め

にご利用ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場商工観光課商工観光係

（そうべつ情報館i（アイ）2階）

（☎0142-66-4200）

令和4年11月16日㈬の11:00ころ
地震や武力攻撃などの発生時に備え、次のとお

りＪアラートの情報伝達訓練（試験放送）を行いま

す。

皆さまへの情報伝達体制に万全を期するためで

すので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。

当日、防災行政無線から放送される内容は次の

とおりです。

注)・壮瞥町以外の地域でも、全国で様々な情報伝

達手段で試験が実施されます。

注)・災害の発生状況、気象状況等によっては、試

験を中止する場合があります。

※緊急放送試験のため戸別受信機の音量が自動的

に最大になります。

※Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊

急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時に

お伝えするシステムです。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場総務課防災係（☎0142-66-2121）

11
NOVEMBER

令和5年度そうべつ保育所
入所申込みについて

忘れていませんか!？「そうべつ町プ
レミアム商品券」のご利用!!

Jアラート情報伝達訓練を行います

♪上りチャイム音
「こちらは、ぼうさいそうべつです。」
「これは、Ｊアラートのテストです。」×3回
♪下りチャイム音

放　送　内　容
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先月の広報でもお知らせしましたが、町政懇談

会を次のとおり開催します。

皆さまのご参加をお待ちしております。

日時・会場／

※各会場の対象自治会は設定しておりませんの

で、ご都合に合わせてご参加ください

議題（予定）／1 話題提供について

・壮瞥町防災マップ　　

・自主防災組織　　

・町の財政状況

2 地域の課題・要望等について

【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）

○郵送や窓口に出向くことなく申告・届出・納税完了

○法人市町村民税等の申告も可能

○無料の利用者用ソフトで申告書をらくらく作成

○複数の地方公共団体へ一括して手続き可能

詳しくは、eTAXホームページ（https://www.

eltax.lta.go.jp/）をご覧ください。

【お問い合わせ先】

胆振総合振興局課税課（☎0143-24-9579）

近年、不動産（土地・建物）をお持ちの方が亡くな

っても、相続登記がされないケースが数多く存在

しており「所有者不明土地問題」として、社会問題

になっています。

相続登記がされないと、登記簿を見ただけで

は、不動産の所有者やその所在を把握できないた

め、まちづくりのための公共事業や、災害時の復旧

復興が進まないといった問題が生じ、不動産取引

を円滑に行うことも難しくなります。

このため、令和6年4月1日から、これまで任意で

あった相続登記の申請が義務化されることになり

ました。

不動産の相続登記をお済みでない方は、不動産

の所在地を管轄する法務局に申請をしていただく

ようお願いします。

なお、相続登記の申請に当たっては、以下のサー

ビスをご利用いただくと便利です。

1 札幌司法書士会の『相続登記相談センター』
相続手続き全般の相談専用ダイヤルです

（相談料無料）。

【お問い合わせ先】

札幌司法書士会（平日の12:00～15:00）

（☎011-211-6665）

2 法務局の『登記手続案内』（電話対応）
申請書様式や必要な添付書類などについて電話で

ご案内します。

【お問い合わせ先】

札幌法務局室蘭支局登記部門

（平日の8:30～17:15）

（☎0143-22-5111（音声ガイダンス案内『2番』）

※個別具体的な内容の相談については、上記の「相

続登記相談センター」をご利用ください。

法人道民税・事業税の申告・届出は、
簡単便利なe LTAX（エルタックス）で

忘れていませんか？相続登記

町政懇談会の開催について

11月01日㈫ 仲洞爺公民館 18:30～20:00

11月02日㈬ 蟠渓ふれあいセンター 14:30～16:00

11月07日㈪ 壮瞥町研修センター 18:30～20:00

11月09日㈬ 地域交流センター山美湖 18:30～20:00

11月10日㈭ 農村環境改善センター 18:30～20:00

開催日 時　　間会　　場

｢ダイオキシン類対策特別措置法｣ による排

出基準値は、0.1ナノグラムと定められていま

す｡メルトタワー21の測定結果は､基準値を下

回っています｡

【ダイオキシン類測定結果】

（ナノグラムは10億分の1グラム）

｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果｢メルトタワー21｣排ガス（煙突）測定結果

【お問い合せ先】

西いぶり広域連合（☎0143-59-0705）

2号炉

測定日 測定結果（ナノグラム）

令和4年7月28日 0.0028
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＜事業主の皆さまへ＞ 
個人住民税（町・道民税）の「特別徴収（給与天引き）」のお願い

無料法律相談を開催しております

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（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）

事業主には、従業員の給与から住民税を特別徴収（天引き）し、従業員の居住する市町村に納税する

義務があります。所得税の源泉徴収と共に、特別徴収をお願いします。

詳しくは、北海道　住民税　特別徴収 で検索してください。

＜＜＜　個人住民税の特別徴収のしくみ　＞＞＞

【お問い合わせ先】北海道胆振総合振興局納税課（☎0143-24-9586）

壮瞥町役場税務会計課税務係（☎0142-66-2121）

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、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4年11月10日㈭ 本間弁護士（ほんま法律事務所） 令和4年11月04日㈮
令和4年11月24日㈭ 本間弁護士（ほんま法律事務所） 令和4年11月18日㈮
令和4年12月08日㈭ 阿部弁護士（北海道みらい法律事務所） 令和4年12月02日㈮
令和4年12月22日㈭ 池田弁護士（池田翔一法律事務所） 令和4年12月16日㈮
令和5年01月12日㈭ 林弁護士（伊達噴火湾法律事務所） 令和5年01月06日㈮
令和5年01月26日㈭ 八木橋弁護士（のぼりべつ法律事務所） 令和5年01月20日㈮

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｡

市町村 事業主
（給与支払者）

従業員
（納税義務者）①給与支払報告書

（1月30日まで）

⑤給与から特別徴収
（天引き）

（6月～翌年5月までの毎月）

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

④特別徴収税額の通知
（5月31日）

⑥個人住民税の納入
（翌月10日まで）

②個人住民税の計算
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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4年11月25日㈮13:00～15:30

（隔月1回第4金曜日開催予定）

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）

法務局では、女性の人権についての専用相談電話

「女性の人権ホットライン」を設置しています。夫

やパートナーからの暴力、ストーカーなど女性の人

権に関する悩みをご相談ください。

また、令和4年11月18日㈮から11月24日㈭まで

は、「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化月

間」です。期間中は、平日の受付時間を延長し、土曜

日・日曜日・祝日も相談に応じます。

受付時間／平日　8:30～17:15（年末年始を除く）

強化期間中の受付時間／

11月18日㈮・21日㈪・22日㈫・24日㈭
8:30～19:00

11月19日㈯・20日㈰・23日㈬ 10:00～17:00　　

【お問い合わせ先】

札幌法務局人権擁護部 札幌市北区北8条西2丁目1-1

（☎011-709-2311（内線2208））

伊達警察署と壮

瞥町を含む伊達署

管内1市3町と伊達

地区交通安全協会

では、高齢者の方が

運転免許証を自主

返納した後に身分

証明書として利用できる「運転経歴証明書」の発行

にかかる手数料を全額助成しています。

対象／伊達警察署管内にお住まいの65歳以上の方

内容／（1）運転経歴証明書の発行手数料（1,100

円）の全額助成

内容／（2）証明書に使用する写真料金（1,000円）の

全額助成

【お問い合わせ先】

伊達警察署交通課窓口（☎0142-22-0110）

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を

対象とした公的な融資制度です。お子さま1人につ

き350万円以内を、固定金利(年1.80％（令和4年5月

2日現在）) で利用でき、在学期間内は利息のみのご

返済とすることができます。

詳しくは、「国の教育ローン」で検索していただ

くか、下記のコールセンターへお問い合わせくださ

い。

【お問い合わせ先】

教育ローンコールセンター

（☎0570-008656または☎03-5321-8656）

くらしの無料相談会を開催します 運転免許自主返納支援制度のお知らせ

｢国の教育ローン｣ (日本政策金融公庫)
のご案内

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ

0570-070-810女性の人権
ホットライン

ゼロナナゼロのハートライン

（全国共通ナビダイヤル）

表面

広　告広　告



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

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

『アロマを楽しむ会』～美肌のアロマ～

季節の変わり目、自分のお肌と向き合いませんか？
美肌にアロマも大活躍。化粧水を作ります。
アロマが初めてでも分かりやすくご案内いたします。
日時／11月18日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円
会場／地域交流センター山美湖　1階小会議室
対象／興味がある方はどなたさまでも

【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
※次回12月16日㈮は『クリスマスのアロマ』を開催しま
す。

年末恒例！毎回好評！壮瞥町チャリティーカラオケ大
会実行委員会による「チャリティーカラオケ大会」を開催
いたします。壮瞥町の生産品の格安販売もありますので、
お誘い合わせの上ご来場ください！
日時／令和4年12月17日㈯ 16:30開場、17:00開演
主催／壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会
後援／郡松太郎カラオケ教室・田中文夫カラオケ教室
協賛／㈲堀口水道・㈱中山工務店

協力／壮瞥町教育委員会

会場／地域交流センター山美湖　多目的ホール
入場料／500円　ワンドリンク（ソフトドリンク）付き
※お持ち帰り用です
整理券／町内各施設（ゆーあいの家、久保内ふれあいセン
ターなど）で購入してください。
※あくまでもチャリティー目的のカラオケ大会です。売

り上げは壮瞥町社会福祉協議会へ寄付します。ご協力
ください！
※今年は、コロナ禍の開催のため、会場内での飲食を禁止
いたします。また、マスクの着用をお願いします。
※入場制限がありますので、お早めにご来場ください。

【出演申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町チャリティーカラオケ大会実行委員会
郡　松太郎（☎0142-66-3051）または、
森　太郎（☎0142-66-2662）まで

かおりの教室

第7回壮瞥町チャリティーカラオケ大会
出演者大募集！

死亡事故ゼロ40日
―人身交通事故発生状況9月分―

発生　0件（　1件）
死者　0名（　1名）
負傷　0名（　1名）

※9月末現在（ ）は令和4年1月1日からの累計

戸籍のまどから
（令和4年9月11日～令和4年10月10日）

■人のうごき

■9月の人口動態■
（外国人含む）

総人口 2,380人 （△4）
男 1,132人 （＋2）
女 1,248人 （△6）

世帯数 1,298戸 （△2）
※9月末現在（ ）は前月差

飛岡　百合さん（97才）【南久保内】

◆お悔やみ申し上げます
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11
NOVEMBER

栗栖
く り す

大和
や ま と

くん　令和4年9月20日
【滝之町四　拓也さん・悠さん】

栗栖
く り す

楓
かえで

ちゃん　令和4年9月20日
【滝之町四　拓也さん・悠さん】

○お誕生おめでとう

広　告



令和5年壮瞥町二十歳を祝う会 (成人式) をご案内します。

対象者は、平成14年4月2日～平成15年4月1日までに誕生した方です。

壮瞥中学校卒業生や現在住民票がある方、ご連絡いただいた方へはご案内をお送りします。

町外へ転出された方で、壮瞥町二十歳を祝う会 (成人式) へのご出席を希望される方は、事前に

壮瞥町教育委員会へご連絡いただければ参加可能ですので、お気軽にお問い合せください。友

達を誘って、ぜひ成人式にご出席ください。

１．期　　日 令和5年1月8日㈰
２．時　　間 受付13:00　　式典13:30　

３．申込期限 令和4年11月30日㈬
３．申込期限 ※準備の都合上、期限厳守でお願いします。

※新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用、消毒の実施、密にならない座席の

配置などの措置を講じた上で、実施予定です。また、新型コロナウイルス感染症の状況次

第では、延期または中止となる場合がございますので、ご了承ください。

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

1．主　催 壮瞥町文化協会

2．後　援 壮瞥町教育委員会

3．日　時 【ステージ部門】
3．日　時 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止を踏まえ、中止になりました。

3．日　時 【展示部門】
3．日　時 令和4年11月18日㈮～20日㈰　10:00～18:00

3．日　時 ※最終日は17:00で終了となります。

4．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課（☎0142-66-2131）

野田弘志氏の特別展の鑑賞ツアーを実施します。

募集人員に限り（20名）がありますが、お申し込みをお待ちしております。

1．期　　日 令和4年12月6日㈫　※今回は平日開催です。

2．訪 問 先 札幌芸術の森美術館「野田弘志　真理のリアリズム」

3．入 館 料 一般700円 ※65歳以上の方は600円(年齢が確認できるものが必要です｡)

障がい者手帳を提示した方とその付き添いの方（１名）は無料

4．申込期限 令和4年11月21日㈪
5．そ の 他 昼食は各自でおとりください。

※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。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）
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11月の山美湖大学は、特別版！子どもから大人まで幅広い希望者を対象として、筆ペン

を使ったおしゃれな年賀状の書き方を学びます。

字が下手でも、問題ありません。筆ペンを使って、オンリーワンの年賀状を作りあげま

しょう。参加のお申し込みをお待ちしております。

1．日　時 令和4年11月27日㈰ 13:30～15:30

2．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖　多目的ホール

3．講　師 楽輝己書道場　兼子　孝子　氏

3．講　師 （日本己書道場認定師範）

4．参加料 無料

5．定　員 40名程度

6．対　象 筆ペン書道で年賀状を作成したい壮瞥町民

7．持ち物 筆ペン

7．※筆ペンを持っていない場合は、385円で当日購入できます。

7．　購入希望の方は、その旨をお申し込み時にお伝えください。

7．※練習用ハガキ（年賀状ではありません）は講師が用意してくれます。

7．　直接年賀状に書きこみたい場合は、各自でご用意ください。

8．申込期限 11月21日㈪
※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。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

令和4年度 第7回山美湖大学（多世代交流特別版）

筆ペン書道で年賀状を書こう!!

12月の夜空を見る集いでは、冬の夜空に浮かぶ、火星や土星、木星、天の川、冬の星座

を観測します。また、今回も絵皿作成を実施予定です。皆さまのお申し込みをお待ちして

おります。

1．日　時 令和4年12月2日㈮　18:00～20:00

2．会　場 壮瞥町地域交流センター山美湖

（※森と木の里センターではありませんのでご注意ください。）

3．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

※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。

【お申し込み・お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会生涯学習課社会教育係　担当・前川（☎0142-66-2131）

令和5年 二十歳を祝う会(成人式)のご案内

令和4年度 芸術鑑賞ツアー③
札幌芸術の森美術館

｢野田弘志 真理のリアリズム｣を見に行こう！

令和4年度 壮瞥町文化祭のお知らせ

令和4年度 第7回夜空を見る集い
火星・土星・木星・冬の星座

▲講師の兼子先生の
作品です。

ぜひお越しください！



クリスマス・リース作りクリスマス・リース作り
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「一般書」

『なぜ宇宙は存在するのか』
『大往生』『医者が教える非ま
じめ老後のすすめ』『おいし
いごはんが食べられますよう
に』『夜に星を放つ』『医者が
教えるサウナの教科書』『お
かえり横道世之介』『マスカ
レード・ゲーム』『カザアナ』
『泳ぐ者』『両手にトカレフ』
『椿宿の辺りに』『隠居すごろ
く』『美しき小さな雑草の花
図鑑』『映画を早送りで観る
人たち』『ヤンキーと地元』
『野田弘志　真理のリアリズ
ム』『認知の母にキッスされ』
『「また作って！」と言われる
おかわりおかず』『自分がよ
ろこぶ暮らしかた』『楽譜が
よめなくても90分でいきなり
ピアノが弾ける本』『六人の
嘘つきな大学生』『食品ロス
はなぜ減らないの？』『10代
と考える「スマホ」』『スネー
ク・ダンス』『廃炉「敗北の
現場」で働く誇り』『ソ連兵
へ差し出された娘たち』『挑
発する少女小説』『ちびまる
子ちゃん1～3巻』

「児童図書」

『すみれちゃんとようかいば
あちゃん』『クマが出た！助
けてベアドッグ』『命を救う
心を救う』『五七五ぼくのと
なりはブラジル人』『駅鈴』
『あしたの幸福』『チェスター
とガス』

「幼児図書」

『トミカをさがせ！』『きみと
ぼくがつくるもの』『しりと
り』『さくららら』『黄色い星』

(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)

★11月末まで、図書室入口にて展示しています★

普通に食べるだけじゃもったいない！

りんごのかんたんおうち菓子　内田真美

ボウル一つで作れちゃうりんごのガトーや、蒸し
パン、カスタードプリンなど簡単美味しいりんごの
レシピ本です。

ぜんぶ植物性の材料でシンプルに作れます

まいにち食べたいヴィーガンスイーツ　今井ようこ

卵、乳製品、白砂糖を使わないオーガニックなお
菓子を掲載しています。さつまいものタルトなど秋
にピッタリなお菓子も！

お菓子作りの本お菓子作りの本
11月の展示 

温かいからおいしいお菓子　坂田阿希子

生地のおいしさを楽しむ焼き立てのスコーンやパ
イ、揚げたてのドーナツ、パンプディング…。とって
おきの温かいお菓子の本。

寒い季節だからこそ楽しめる、美味しいお菓子の本です

この本は

やまびこ図書室に

あります！

人間の運命、恋の行方…
読みやすい源氏物語です。｢わたしのオススメ本｣

タイトル『絵草紙　源氏物語』　

田辺聖子文・岡田嘉夫絵

図書分室で見つけた「絵草紙　源氏物語」。文
は軽妙洒脱なユーモア、古典への造詣の深さに
定評のある田辺聖子。絵は「源氏物語」の挿絵
に好評な岡田嘉夫。
今まで文字で自分の想像で読んでいた物語の

人々と出会うことができた。一話一話の雰囲気
にカラーの挿絵に圧倒された。
これぞ「絵草紙　源氏物語」と思いました。日
本のほこれる貴重な文学を再認識しました。

(オススメ者：Ｒ．Ｋ．)

― 24 ―

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

期　日：令和4年11月24日㈭
14:00～15:30

場　所：図書分室(旧壮瞥消防署)
参加費：無料（事前の予約も不要です）

今月の図書分室イベント
11／24

リース作り

一足早く、自分だけの素敵なクリスマス・リースづくりにチャレンジしてみませんか？

ようこそ図書分室へ！

氷点
（上・下）

続氷点
（上・下）

泥流地帯

塩狩峠 母 銃口

作品とその背景にある
北海道の歴史

11/4㈮～11/30㈬

秋の読書週間

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

※当日はマスク着用、手指の消毒をお願いします。また、検温
を行います。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。

リースや飾りなど必要な材料は

こちらで準備しますが、もし付

けたい飾りがあれば持ってきて

ください。

北海道を代表する作家、三浦綾子さんの生誕100年・没後20年を記念して、図書室にある

本を全て展示します。

また、作品の舞台となった道内各地やその背景にある北海道の出来事なども紹介します。

これからもたくさん

本を読んでくださいね！25回

ぴよちゃんカード達成おめでとう！

どうのした　すみれさん

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子
生誕100年

没後20年企画

三浦綾子さんとは…

1922年に旭川市に
生まれ、大ベストセ
ラーとなった「氷点」
や「塩狩峠」など数
多くの小説、エッセ
イを発表した。
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第124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、その地域にある大地の特徴を、教育や観光に生かす取組です。具体的な活動と
しては減災教育の他、大地の特徴に根差した地域の産業や歴史を紹介することも含まれています。
2022年9～10月は、ジオパークの活動を象徴するような２つの事業が行われましたので、ご紹介
します。

有珠山は活火山です。2000年の山麓噴火以降、噴火はしていませんが、場所によって噴気が上
がっていたり、火山ガスが発生しているおそれがあることから、安全のため、有珠山登山道（伊達
市有珠地区から登る登山道）と外輪山遊歩道以外の山頂エリアには立ち入りできません。

しかし、有珠山周辺で生まれ育つ子どもたちに、有珠山の成り立ちと特徴を学び、未来の減災に
つなげてもらうため、有珠火山防災会議協議会の特別な許可を得て、親子を対象にした登山会を
行いました。
88名の参加者はヘルメットを着用し2班に分かれ時間差で出発。中腹までは管理用道路をバス

で登り、途中、専門家の指導の下、2000年噴火の直前に亀裂が入った断層で、地熱を測りました。
70～90℃もあり、子どもたちから驚きの声が上がりました。その後休憩を入れつつ徒歩で登り、
1977年噴火時に隆起した有珠新山、そして有珠山で最も高い大有珠の山頂に到達！大きな岩々や
山肌、山頂からの眺望等、記憶に残る登山会となりました。

この講座では、壮瞥町の果樹園を会場に、くだもの村探検と
実験を通して、壮瞥町の環境が果樹栽培に適している秘密に迫
りました。

くだもの村探検では、樹齢130年になるリンゴの古木や、多品
種の果樹が栽培されていることなど、壮瞥の果樹園の歴史や特
徴を紹介。「火山灰や軽石が堆積し、水はけの良い大地であるこ
と」や「有珠山は、アルカリ性の火山灰を降らせる珍しい山であ
ること」など、地質学的環境についても説明し、その後の実験で
は、ドライアイスの煙と、砂で作った北海道の地形模型を使い、
壮瞥が「周囲の山地の影響で夏の海霧が流れ込みにくい地形」
であることを紹介しました。

おいしい果物は農家さんの土づくりや栽培の技術があって作
られていますが、参加者は新しい視点で果物の話を聞き、果物
狩りを楽しみました。

ジオパーク通信ジオパーク通信
洞爺湖有珠山ジオパークだより

2000年噴火の時のお話

海霧が少ない理由に納得！

樹齢130年のリンゴの木を紹介

専用の機械で地熱を測ります 伊達市街地もよく見えました

9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会9/24　親子有珠山登山会

10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」10/１　ジオパーク講座「果物のおいしいヒミツ」
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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

冬山遭難の防止
冬山は　装備・計画　しっかりと！！

〇無理のない計画を立て登山計画書を提出しましょう。

〇単独での登山は避けましょう。

〇万全の装備と余裕のある食料等を準備しましょう。

〇携帯電話を持ちましょう。

〇気象情報の確認をしましょう。

〇慎重な行動を心がけましょう。

〇スキー場の標識や注意事項を守りましょう。

日陰・橋の上・トンネルの路面凍結に注意！
11月に入ると日没時間が早まり、交差点で歩行

者が被害者となる交通事故の発生が懸念されま

す。

また、この時期は気温も低下し、日陰や橋の

上、トンネルは凍結路面になりやすくなるので、

スピードダウンを心がけ、急ブレーキ、急ハンド

ルを避け慎重な運転をお願いします。

壮瞥町内は坂道やカーブの続く路線も多いの

で、通り慣れた道でも油断禁物です。

ピンときたら110番！

｢『渡さない』『教えない』で詐欺ブロック！｣
特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！特殊詐欺被害にあわないために！

キャッシュカードは

暗証番号は

渡さない

教えない

渡さない

教えない
暗証番号

・・・・

被害急増!
警察、役所、

金融庁職員を

かたって…

カードを確認する

カードを交換する

カードを封筒に入れて保管する

こんな電話を受けたら、
すぐに電話を切って
110番または
＃9110へ！

指名手配犯人の
発見にご協力を!

北海道警察では、凶悪事件などで指名
手配した犯人の発見に全力を挙げて
います。
よく似た人を知っている、よく似た人を見かけた…

皆さまのご協力をお待ちしております。

北 海 道 警 察

北海道警察ホームぺージ＞情報提供のお願い＞

「指名手配被疑者の情報」からも情報提供可能

です。

ピンときたら110番！

駐　在　所　だ　よ　り 令和4年11月号
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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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冬の生活習慣病（特定）健診､予約受付中です!

【お申し込み先】壮瞥町保健センター健康づくり係（☎0142-66-2340）

今年も健診は受けられましたか？

「病院に通って、血液検査しているから」「まだまだ元気だよ」と健診を受けずに過ごしてい

ませんか？

病院での検査は「治療している病気を調べるもの」、生活習慣病健診は「体の健康状態を調べ

るもの」と、目的が違います。

対象者は、20歳以上の国保、後期、生保、受診券を持っている社保の方です。

年１回の健診で、ご自身の健康状態をチェックしましょう。

壮瞥町
保健センター ・国保

・後期
・生保

・社保

①〜⑤
各時間
10名

無料｝※コミュニティタ

クシー臨時便が

利用できます。

利用希望の方は、

9時の受付時間

になります。

※健診の受診には、40歳以上の国保、後期の方は町から送付した「受診券」が必要です。紛失してしまっ

た方は、お知らせください。

※受診券により料金が
違います

12月3日㈯

12月4日㈰

検診日 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

活動量をはかってみませんか？

いつも壮瞥町健診にご協力いただきありがとうございます。近年、メタボ、フレイル・サ
ルコペニアに加え、座っている時間が長くなったり、睡眠の質や量の低下が健康問題に関
わることが知られてきております。
そこで、今回、アクチグラフ（活動量計）という腕時計型もしくは腰巻きベルト型の機器

を用いて、皆さんの1日の活動を測定し、健診結果と照らし合わせることで、今後の疾病予
防に活かせないかと考えております。活動量の測定については、今年度の生活習慣病健診
を受診した方を対象に利用をお願いしたいと思っております。

今年の夏に町の健診を受診できなかった方は、上記の冬の健診にぜひいらしてください。
アクチグラフの詳細につきましては冬の健診後に追ってご連絡いたします。

札幌医科大学　公衆衛生学講座　

循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座　　大西浩文　小山雅之
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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・危険ごみ 資　源　ご　み

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・
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

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。▼

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

6 9
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

12

13 14 18
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　
壮瞥町文化祭展示部門
山美湖
10:00〜18:00 

19

8
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

7

16
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

11
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

10
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00

図書分室開放日
13:00〜16:00
定期予防接種(BCG)
インター通り小児科
15:00〜16:00

17
図書分室開放日
13:00〜16:00

15
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

2
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

51
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

4
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

3
文化の日

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

20
壮瞥町文化祭展示部門
山美湖
10:00〜17:00 

21
乳幼児健診
保健センター
12:30〜

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

2623
勤労感謝の日

24
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00 
無料法律相談
山美湖1階　小会議室
10:30〜12:00
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

22
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00　

27
山美湖大学
山美湖
13:30〜15:30

28 12/2
夜空を見る集い
山美湖
18:00〜20:00

12/3
生活習慣病健診
保健センター
7:00〜9:30

30
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

12/1
図書分室開放日
13:00〜16:00

29
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

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4年

燃やせないごみの日
大型ごみ・危険ごみ
回収日

11月

26日 01日
15日

02日
09日
16日
23日
30日


