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例年7月に開催されていたそうべつ子どもセンター（そうべつ保育所）の七夕まつりは、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、今年も開催が見送られましたが、7月7日㈭には園児に夏の楽しい思い出を
作ってもらおうとヨーヨー釣りなどの出店が企画されました。

園児は思い思いのヨーヨーを釣り上げて、楽しそうに遊んでいました。
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事業者支援
①医療機関等への支援　事業費：900千円

医療機関・老人介護施設・障がい者福祉施設に対して、1事業者あたり10万円を交

付します。

※対象者には別途お知らせします。

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

②中小企業等への支援　事業費：9,000千円
中小・小規模企業に対して、1事業者あたり法人10万円、個人5万円を交付します。

※詳細は町広報9月号でお知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課(☎0142-66-4200)

③地域交通・運送事業者への支援　事業費：1,300千円
タクシー・貸切バス・トラック事業者に対して、車両1台あたり2万円を交付します。

※トラック事業者：貨物運送事業登録車両を保有する事業者に限ります。

※対象者には別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場商工観光課(☎0142-66-4200)

④農業者への支援　事業費：3,939千円
農業者に対して、肥料・飼料・堆肥購入費の一部を補助します。

〇肥料

〇飼料

〇堆肥　… ［バラ堆肥］購入費の1/3以内

［袋詰堆肥］購入費の3/10以内

※堆肥：町内生産堆肥に限ります。バラ堆肥と袋詰堆肥を合わせた補助上限額は

1万円とします。

※対象者には別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場産業振興課(☎0142-66-2121)

その他対策
①食材費値上がりに伴う学校給食費の保護者負担増を避けるため、だて歴史の杜食育

センターに対して、食材費値上がり相当額を交付します。�事業費：361千円

②新型コロナウイルス感染症の感染状況を総合的に見極めながら、新千歳空港の国際
線再開のタイミングに合わせて、海外へのトップセールスを実施し、町内への誘客
を図ります。�事業費：600千円

③物価高騰対策を円滑に実施するため、会計年度任用職員を雇用します。
事業費：1,301千円

【お問い合わせ先】壮瞥町役場企画財政課（☎0142-66-2121）
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物価高騰対策事業を実施します
町では、コロナ禍における物価高騰の影響を緩和するため、国から追加交付のあ

った2,939万円を活用し、町民の皆さまの生活支援や町内事業者の皆さまの事業継

続支援を目的として、総額3,612万5千円規模の対策を実施します。

物価高騰対策として実施する事業の概要をお知らせします。

生活者支援
①住民税非課税の高齢者世帯等への支援　事業費：4,277千円

住民税非課税の高齢者世帯及び障がい者世帯に対して、1世帯あたり1万円を支給

します。

※詳細は町広報9月号でお知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課(☎0142-66-2121)

②子育て世帯への支援　事業費：3,333千円
18歳以下の子どもを養育する子育て世帯に対して、子ども1人あたり1万円分の

商工会商品券を配付します。

※対象者には別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課［保育所］(☎0142-66-2452)

③学校給食費納付者への支援　事業費：2,500千円
学校給食費を納付している保護者に対して、給食費(令和4年4月～令和5年3月分)

の2分の1相当額を支給します。

※対象者には別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町教育委員会生涯学習課(☎0142-66-2131)

④保育所副食費納付者への支援　事業費：756千円
保育所の副食費を納付している保護者に対して、副食費(令和4年4月～令和5年3

月分)の2分の1相当額を免除します。

※対象者には別途お知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課［保育所］(☎0142-66-2452)

⑤全世帯への支援　事業費：7,858千円
町内全世帯に対して、1世帯あたり5千円分の商工会商品券を配付します。

※光熱水費等の上昇により影響を受けている全世帯を対象に等しく支援するもの

です。

※詳細は町広報9月号でお知らせします。

【お問い合わせ先】壮瞥町役場住民福祉課(☎0142-66-2121)

購入額に対して、一定の割合により算出します。｝
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壮瞥町から個別がん検診のご案内です
「がん」は国民の2人に1人が罹り、死亡原因の１位を占めています。しかし、「が

ん」は早期に治療を受けることで、90％以上が治ると言われています。そのために

は、検診での【 早期発見 】がとても大切です。町では集団検診を行っていますが、

近隣の医療機関でもがん検診を受けることができます。

※検診にはあらかじめ予約が必要です。検診受診を希望される方は直接、医療機関に予約をお願い

します。

※下記に該当する方は検診料が無料になります。必要書類を発行の上、受診の際に病院に持参くだ

さい。

そうべつ温泉病院
壮瞥町字南久保内146-12

伊達赤十字病院
伊達市末永町81

川口内科クリニック
伊達市舟岡町329-3

野村内科循環器科
伊達市鹿島町63-5

小熊内科医院
伊達市山下町159-7

末永町内科クリニック
伊達市末永町49-7

洞爺協会病院
洞爺湖町高砂町126

石田内科胃腸科
洞爺湖町本町195-1

峰村内科クリニック
洞爺湖町入江51-17

洞爺温泉病院
洞爺湖町洞爺町54-41

ひじり在宅クリニック
洞爺湖町高砂町30

☎0142-65-2221

☎0142-23-2211

☎0142-22-1512

☎0142-21-3700

☎0142-21-5566

☎0142-22-6622

☎0142-74-2555

☎0142-76-3838

☎0142-76-1515

☎0142-87-2311

☎0142-76-4838

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

胃がん
40歳～

3,200円
(バリウム検査)

1,300円
(便潜血検査)

1,200円
(X線のみ)

2,300円
(X線+喀痰)

2,800円
(マンモ検査)

2,100円
(頸　部)

3,800円
（頸部+体部）

大腸がん
40歳～

肺がん
40歳～

乳がん
40歳～

子宮がん
20歳～

※今年度は、偶数月生

まれの方（2・4・6・

8・10・12月）対象

医療機関名

検診の種類

料 金

１、後期高齢者医療の該当者 →「後期高齢者医療被保険者証」（病院受付で提示ください）

２、生 活 保 護 世 帯 の 方 →「生活保護受給証明書」（保健センター社会福祉係で発行）

３、町民税非課税世帯の方 →「町民税非課税証明書」（壮瞥町役場税務会計課で発行）

【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）

～～～～～～

～～～～～～～～

※通院者のみ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～
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｢プレミアム商品券事業(町民用)第3弾｣の
追加販売について

第1回｢壮瞥町中小企業等振興審議会｣を開催しました

「そうべつ町プレミアム商品券（第3弾) (町民用)」の追加販売を、次のとおり行いますの

で、お知らせします。

先着順で、お一人様2セットまでの購入とさせていただきますが、予定数量に達した場合

は、販売を終了いたしますので、ご容赦願います。

◎販売日時・場所

令和4年8月23日㈫　9:00～15:00　
壮瞥町地域交流センター山美湖　2階研修室1・2

◎対象者

壮瞥町在住の方で、当日会場に来られた方に限ります。

※追加購入は、お一人様１回限りとさせていただきます。

◎販売するプレミアム商品券

10,000円分の商品券（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。

当該商品券は、令和4年11月10日㈭まで使用可能です。

◎購入方法

当日、会場で、申込用紙に住所、氏名等を記載の上、お買い求めください。

◎その他

当日の販売で残余が発生した場合は、改めて追加販売のご案内をさせていただきます。

なお、今回追加販売で購入された方は対象となりませんので、ご了承願います。

町では、本年3月に制定した「壮瞥町中小企業・小規模企業振興基本条例」に基づき、中

小企業等の振興施策を調査審議する「壮瞥町中小企業等振興審議会」を設置し、7月19日に

第1回目の審議会を開催しました。

当日は、審議会を構成する委員に町長から委嘱状を交付するとともに、現在、町や壮瞥町

商工会が取り組んでいる施策等について意見交換を行うなど、今後の施策反映に向けて協議

を開始しました。

【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）

◎壮瞥町中小企業等振興審議会の委員
（任期：委嘱の日から2年間）

※敬称略、委員名は五十音順

役　職 氏　　　名

会　長 阿　野　裕　司

副会長 松　下　一　郎

委　員 岡ドルゲ・コジマ

委　員 松　原　宜　彦

委　員 森　近　武　己

委　員 山　田　岳　史
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「地域のあそびば�ミナミナ」は、そうべつの素敵なヒト・モノ・コトに出会う場所
そこに集まるヒトを通して知る、そうべつの新たな一面

その魅力をつないでヒトを笑顔にする、暮らしや遊びの拠点

令和4年8月26日㈮、道の駅そうべつ情報館iの向かいにコミュニティスペースがオープン！こ

の場所は、壮瞥町地域おこし協力隊が中心となって運営していきます。買い物ついでに休憩した

り、ちょっとしたことを協力隊に相談したりできるような、町内外の方々が気軽に立ち寄れる場

所を目指します。

イベントやワークショップ、講座なども開催予定。スケジュールはInstagramや店頭掲示板な

どで告知していきますので、ぜひチェックしてみてください。

【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）

オープニング
セレモニー

令和4年8月26日㈮

12:30～セレモニー後はマルシェや
写真展など､イベントを開催
します！

スペース利用イメージ

コミュニティスペース
誰でも使えるスペース。

休憩したり、お弁当を食べたり。

ぜひご利用ください！

イベントスペース
イベントやワークショップなどを

開催します。飲食イベントやボー

ドゲーム会などを計画中！

ミナミナ文庫
建物内で自由に読める本を置きま

す。読まなくなった本の持ち込み

も大歓迎！

まちかど案内所
営業時間中は地域おこし協力隊が

常駐し、それぞれの業務に関連す

ることの案内などを行います。

現地案内図 施設情報
住所　壮瞥町字滝之町385-11(道の駅　そうべつ情報館i 向かい）

営業時間　火曜日～金曜日 10:00～17:30

土曜日 10:00～17:00

日月定休

※イベント時は営業時間が変更に

なる場合があります。
@sobetsu_minamina

最新情報はこちらから!
Instagram
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そうきたか！そうべつ ひろめ隊

お絵描き企画2022年

あなたの｢そうきたか！そうべつ｣を
絵にしよう!

そうきたか！そうべつ
クリアファイルを制作しました

町のキャッチコピー・ロゴ（ブランドアイデンティテ

ィ）である「そうきたか！そうべつ」を普及させるた

め、そうきたか！そうべつひろめ隊ではPRグッズとして

クリアファイルを製作しました。広報8月号と一緒に配

布しますのでご活用ください。

あなたの「そうきたか！」な壮瞥らしさとは？想像して自由に絵を描きましょう！

完成したら役場に持っていって、「そうきたか！そうべつ」のコップをもらおう！

【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）

【参加条件】

・応募方法：応募用紙に絵を描いて応募してください。応募用紙はコピーしてご利用いただい

ても結構ですが、カラーコピーでお願いします。

応募用紙は壮瞥小学校及びそうべつ保育所に通う全児童・園児に配布します。

それ以外の方には、役場の企画財政課にて応募用紙を配布しています。

※提出時には必ず、お名前、年齢、住所を書いてください。

・応募資格：壮瞥町にお住まいの小学生以下のお子さま

・応募締切：令和4年9月30日㈮まで

・注意事項：応募は1人1回まで。コップは先着100人に配布します。コップの在庫がなくなっ

た場合は、ご用意できる範囲内で他のグッズをお渡しします。

・提出場所：壮瞥町役場企画財政課企画広報係までお持ちください。
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壮瞥町防災学識アドバイザー委嘱

有珠山の噴火に備え、火山防災を中心とした専門知識の科
学的な知見に基づき的確に助言をいただくため、北海道大
学元准教授の大島弘光先生に「壮瞥町防災学識アドバイザ
ー」を委嘱いたしました。
大島先生は北海道大学助教授、准教授などの立場で2001

年から20年間、北海道大学有珠火山観測所で勤務したほか、
気象庁の火山噴火予知連絡会委員や参与を務められました。
従前（平成19年5月）より北海道大学名誉教授の岡田弘

先生に委嘱しておりますが、なお一層の防災体制の強化を
目的に、この度2名体制といたしました。
大島先生は、「壮瞥は私にとって大切なまち。自分の身は
自分で守ることを基本的な考えに置きながら、町民の皆さんのお役に立てれば」と話していました。

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～

3年ぶりに日本に一時帰国して
Moi！今年は5月に3年ぶりに一時帰国をしました。今回は私が日本に来て

驚いたことを記事にしました。
一つ目は食べ物です。一つの国の料理なのに、寿司屋、ラーメン屋、オム

ライス屋などこれほど多くの種類があるのは日本だけなのではと思います。
どれも美味しく、やはり一番染みるのは日本食だなと改めて感じました。

二つ目はプラスチックごみの多さです。欧州ではプラスチックごみ削減の活動が活発になって
います。私も日常生活の中で環境に優しい選択を心がけるようにしています。日本でプラスチッ
クの包装だらけのスーパーの店内、何年も前と変わらない使い捨て習慣を見た時にはショックを
受けました。日本はとても遅れていると思います。
三つ目はコロナに対する考え方です。フィンランドでは4月にマスク推奨がなくなり、コロナ

前とほとんど変わらない日常に戻っています。大勢が集うイベントも規制なしで開催されていま
す。人々からも、コロナに過敏になりすぎて家にこもっていても時間は止まらないし、寿命は
日々短くなっていくのだから今を楽しもう、という雰囲気が感じられます。
日本人として日本で生まれ育ち、中学を卒業してフィンランドに引っ越してから4年が経ちま

した。自分の原点、故郷である日本。年々心地よい場所になり、大人としての人生をスタートさ
せたフィンランド。両国の違いを良い悪いという視点で見るのではなく、なぜ違うのか、自分は
そこにどう対応していくのかということを常に意識しながら生活していきたいです。

6月25日㈯、苫小牧市川沿公園体育館で開催された令和4年胆振中体連剣道大会、
女子個人の部で、壮瞥中学校2年生の金子心春さんが見事3位となり、7月30、31日に
岩見沢市で行われる全道大会への切符を手にしました。
金子さんは、終始落ち着いた試合展開で
本来の実力を発揮、胆振の強豪選手を相手
に堂々と渡り合いました。
指導している先生からは、「普段の稽古

に真剣に取り組んでいる成果が現れた」と
の高評価で、｢全道大会に向けてさらに熱
の入った稽古を期待する｣とのことでした。

男子団体の部（壮瞥中学校2年小田竜太郎さん、和田輝さん、3
年松浦遼河さん、池田拓未さん）も、5人制のところ4人で臨むと
いう苦しい状況でしたが、3位という立派な結果を収めました。

剣道　金子心春さん全道大会出場！

委嘱状を受け取る大島弘光先生（左）と田鍋町長

金子心春さん

男子団体チーム
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｢社会を明るくする運動｣内閣総理大臣からのメッセージが届けられました

7月1日㈮、伊達地区保護司会の会長、早坂きみ子様、
副会長の佐長泰教様、同会壮瞥分区長の渡内一夫様が来
庁し、第72回「社会を明るくする運動」の実施にあた
り、内閣総理大臣のメッセージが届けられました。

「社会を明るくする運動」は、昭和26年に始まり、地
域に根ざした全国的な運動として発展してまいりまし
た。毎年7月1日から31日までの1カ月間を強調月間と
して、犯罪や非行の防止・更生についての理解を深め、
地域で力を合わせて、安全で安心な明るい地域社会を築
くための運動を展開しています。

江別市防火管理者連絡協議会・江別市危険物安全協会合同研修視察が実施されました

7月22日㈮、江別市防火管理者連絡協議会（野間俊哉
会長）、江別市危険物安全協会（草野賀文会長）の総勢
21名の皆さんが来町され、町内で防災に関する合同研
修視察を実施されました。

そうべつ情報館iで、田鍋町長から1977年・2000年有
珠山噴火対応や平時の防災の取組等について講話を受
けられた後、三松正夫記念館では三松館長から昭和新山
の生成等について説明を受けられました。
両会の皆さんは熱心にメモを取りながら説明を聞か

れていました。

壮瞥バドミントンジュニア全道大会出場！

7月9日㈯、伊達市総合体育館で第33回北海道小学生バドミントン大会が開催され、壮瞥バドミントンジュニ
ア所属の10選手（今井大翔くん、山田蒼也くん、新藤大獅くん、高階春斗くん、木村翔吉くん、近藤真虎くん、新
藤悠馬くん、高階秋仁くん、駒井蒼大くん、今井花さん）が各種目でそれぞれ入賞を果たし、3年生以上の選手は、
9月に札幌市で開催される北海道小学生バドミントン大会の出場権を獲得しました。
壮瞥バドミントンジュニアは、日々の練習内容の中でも、ランニングやノックなどの基礎体力を向上させる
練習に力を入れており、全国大会出場を目標に元気に活動しています。全道大会でも活躍を期待しています。

左から、渡内一夫分区長、佐長泰教副会長、早坂きみ子会長、
田鍋町長、阿部住民福祉課長

壮瞥バドミントンジュニアの皆さん

講話する田鍋町長



－ 10 －

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。

最近、空き家所有者の方が家屋や庭の管理に

来られている時にお話を伺う事が増えてきまし

た。空き家の管理でお悩みの方が多いようで

す。4月に着任してから「空き家相談窓口」を開

設しました。売却や賃貸等、お悩みをできる限

り1カ所で解決できるようにご相談事をお受けし、必要に応じて専門

分野の方をご紹介いたします。空き家の活用パターンは主に5つあり、①家族が使用する②売

却③賃貸④譲渡⑤解体といわれています。放置は近隣の方にご迷惑がかかるケースもあり、お

勧めできません。空き家になってしまった家屋の老朽化は思った以上に早く、再利用を考えた

時、築年数の経った家屋を1年空き家にしてしまうと水回り等100万円以上の修繕費が必要に

なるというデータもあります。今、壮瞥町に移住、ワーケーションで空き家の利用を希望され

ている方がいらっしゃいます。ぜひ、早めの空き家の利活用、また、空き家の情報がございま

したら「空き家相談窓口」へご連絡願います。ご協力よろしくお願いいたします。

5月ようやく暖かくなり始めた頃、ブド

ウの樹にはたくさんの萌芽がつきました。

6月初旬には、展葉（てんよう）し、キレ

イな緑色の葉が開いています。生育2年以上の試験ほ場での「芽

かき」は、「1芽座１新梢」を基本に行います。今年２年目の滝

之町農園（新ほ場）には、昨年植え付けた「2年樹」と今年植え

付けた「1年樹」が混在します。それぞれ生育状況が異なるた

め、3パタ－ンほどの「芽かき」を行いました。複数の「芽か

き」の復習を行ったことで、より理解を深めることができました。

【お知らせになります】

昨年11月に、京丹波町の丹波ワイン株式会社様で醸造した「壮瞥 SopetBlanc2021」が7月

末に販売されました！

今年のワインは、酸は柔らかく丸い印象で、果実の凝縮感・香りもフル－ツ香のほか、ナッ

ツやナツメグ、バタ－のような香りと複雑で、厚みのある味わいで飲みごたえのある、ボディ

のしっかりした辛口白ワインに仕上がりました。ぜひ、この機会にご賞味くださいませ。※詳

細は、活動レポ－トにて掲載いたします。よろしくお願いいたします。

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！

農業おこし協力隊　杉山　智美

｢本格始動。醸造用ブドウの管理作業｣と
｢壮瞥Sopet Blanc2021発売のお知らせ」

空き家コーディネーター　水野　有加

空き家相談窓口

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
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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

2日㈫、5日㈮、9日㈫、12日㈮、16日㈫、19日

㈮、23日㈫、26日㈮、30日㈫
育児サークル

18日㈭ 10:00～12:00

・身体測定

・保健師さんのお話し、畑収穫

※育児サークルは10組までとなり、予約が必要

です。

※8月16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。

※8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)　

8
AUGUST

8月の子育て支援センターげんき

8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。

8月07日㈰

8月11日㈭

8月14日㈰

8月21日㈰

8月28日㈰

9月04日㈰

J.FUKUDA DENTAL CLINIC 室蘭市中島町1-31-10 ☎0143-41-7755

グリーン・デンタル・クリニック 室蘭市八丁平1-49-23 ☎0143-41-3118

共立歯科クリニック 登別市緑町2-32-6 ☎0143-81-2222

ほほえみファミリー歯科 伊達市末永町62-17 ☎0142-23-5006

山本歯科 室蘭市知利別町2-26-1 ☎0143-43-4722

ありじ歯科クリニック 室蘭市宮の森町4-22-39 ☎0143-84-5041

いしい歯科 室蘭市東町2-22-6 ☎0143-44-3367

月　　日 診　　療　　所 所　　在　　地 電　　話



8
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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12年建設　6号棟

規格、戸数 1階　2LDK(58.51㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

(17,600～26,200円)

駐車場使用料 月額500円／台

敷金 家賃の3カ月分

○星野団地(公営住宅)

住所 壮瞥町字滝之町420番地6

建設年度 平成4年建設

規格、戸数 2階　2LDK(64.76㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

(18,600～27,700円)

敷金 家賃の3カ月分

○久保内団地(公営住宅)

住所 壮瞥町字久保内89番地3

建設年度 平成5年建設　2号棟

規格、戸数 1階　3LDK(71.74㎡)　1戸

月額家賃 家賃は収入によります。

(20,200～30,000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30年建設　2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。

(23,200～34,600円)

共益費 月額200円

駐車場使用料 月額500円／台

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8月1日㈪～令和4年8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。

家庭から出るごみを出す際の指定ごみ袋とごみ

処理券を取り扱っているお店について、8月1日よ

り有限会社そうべつフレッシュプラザでも取り扱

いますので、お知らせします。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

ゴミステーションの利用について、ごみ袋のひ

もを縛らずに出しているケースが見受けられま

す。ごみを出す際は、ごみ袋のひもをしっかり縛

ってゴミステーションに出してください。飛散や

匂い防止のためにも、ご協力をお願いいたしま

す。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課住民係(☎0142-66-2121)

町営住宅入居者募集

ごみ袋取扱店のお知らせ

ごみ袋の出し方について
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児童扶養手当は、18歳までの児童（20歳未満

の障がいのある児童を含む）を監護するひとり親

家庭に対して支給されています。

受給に当たっては、所得状況を確認する必要が

ありますので、現在、児童扶養手当を受給してい

る方は、8月上旬に『現況届』の書類を個別に送

付しますので、8月31日㈬までに提出してくださ

い。

また、現況届の際、手当の支給開始から5年を

満了した方及び10月までに5年満了を迎える方

は、一部支給停止適用除外事由届を併せて提出す

るようお願いします。

なお、期限までに書類の提出がない場合は、手

当の支給が停止される場合がありますのでご注意

ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係

(☎0142-66-2452)

特別児童扶養手当は、20歳未満で障害を有す

る児童を家庭で監護、養育している父母等に対し

て支給されています（児童が施設に入所している

場合等は対象になりません）。

受給に当たっては、所得状況を確認する必要が

ありますので、現在、特別児童扶養手当を受給し

ている方は、8月上旬に『所得状況届』の書類を

個別に送付しますので、9月9日㈮までに提出して

ください。

なお、期限までに書類の提出がない場合は、手

当の支給が停止される場合がありますのでご注意

ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町役場住民福祉課子育て支援係

(☎0142-66-2452)

令和4年8月27日㈯午前9時から伊達市で津波を

想定した防災総合訓練を実施します。

当日は、訓練の一環で伊達市域において携帯電

話を利用した緊急エリアメールの発信を行いま

す。

伊達市に滞在予定の方及び壮瞥町に居住されて

いる方にも、一部地域で電波を受信して携帯電話

等が鳴動することがあります。

実際の災害ではありませんので、ご注意いただ

きますようお願いいたします。

○発信日時　8月27日㈯　9:00頃

【お問い合わせ先】　

伊達市役所総務部危機管理課

(☎0142-82-9022(直通))

令和4年8月10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）

8
AUGUST

児童扶養手当の制度について

特別児童扶養手当の制度について

伊達市防災総合訓練実施に伴う
エリアメール配信について

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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土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定

面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、

国土利用計画法の規定により、その土地が所在す

る市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積／

・市街化区域　2千㎡以上

・市街化区域以外の都市計画区域内　5千㎡以上

・都市計画区域外　1万㎡以上

届出者／土地の権利取得者(買主等)

届出期限／契約締結日から2週間以内

※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出に

ご協力願います。

提出書類／各3部

・土地売買等届出書

・土地売買等契約書の写し

・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以

上の地形図

・土地及びその付近の状況を明らかにした5千

分の1以上の図面

・土地の形状を明らかにした図面

・委任状(代理人が届出する場合)

罰則／届出をしないと法律で罰せられることがあ

ります。

【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)

とまこまい｢サポステ・プラス｣は、働きたいと

思われている方に向けた、就労自立支援施設で

す。就職相談も歓迎します。｢働きたい｣を応援す

る、無料出張相談会を開催します。

対象／おおむね15歳から49歳の方・ご家族

場所／ハローワーク伊達(伊達市網代町5-4)

内容／就労相談・就労体験ほか

日時／9月8日㈭ 13:30～15:30 (先着順・予約可)

【お問い合わせ先】

とまこまい若者サポートステーション

とまこまい｢サポステ・プラス｣

(☎0144-84-8670)

苫小牧市表町3-2-13 王子不動産第2ビル6F

一定面積以上の土地取引には届出が
必要です

働きたい方のための出張相談会

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08月25日㈭ 林弁護士(伊達噴火湾法律事務所) 令和4年08月19日㈮
令和4年09月08日㈭ 本間弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年09月02日㈮
令和4年09月22日㈭ 阿部弁護士(北海道みらい法律事務所) 令和4年09月16日㈮
令和4年10月13日㈭ 高村弁護士(むろらん法律事務所) 令和4年10月07日㈮
令和4年10月27日㈭ 八木橋弁護士(のぼりべつ法律事務所) 令和4年10月21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。

無料法律相談を開催しております
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・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

または各総合振興局(振興局)の総務課です。

②苦情申立書及びリーフレットを用意しています。

③北海道公式ホームページから苦情申立書をダウ

ンロードできます。

URL：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/

ss/dsc/kujyou-mousitate.html

④苦情申立書等に必要事項を記入し、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。

※電話や匿名での申立ては受け付けておりません。

【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) FAX:011-241-8181

メール：kujyou.koueki@pref.hokkaido.lg.jp

Ｂ型肝炎の給付金・訴訟に関するご相談を下記

のとおり受け付けいたします。

費用はかかりませんのでお気軽にご相談くださ

い。

日時／令和4年9月9日㈮
13:00～19:00(お一人1時間程度)

場所／伊達噴火湾法律事務所(伊達市錦町100-2

リードビル2階)

主催／全国Ｂ型肝炎訴訟　北海道弁護団

【お申し込み・お問い合わせ先】

伊達噴火湾法律事務所(☎0142-22-3328)

※ご予約のお電話は平日9:00～17:30まで受付

8
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知っていますか？
道の｢苦情審査委員｣制度

Ｂ型肝炎給付金　無料相談会開催の
お知らせ(予約制)

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』～日焼けケアにアロマ～

日焼けでダメージを受けた肌におすすめのア
ロマを初めてでもわかりやすくご案内いたしま
す。
日時／8月19日㈮ 10:00～11:00
人数／先着5名

料金／2,000円
(日焼けのケアクリームを作ります)

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9月9日㈮は『身体のコリのアロマ』を開
催します。

かおりの教室

広　告
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フラ愛の会では、子供フラ教室を9月より開講
します。楽しくキュートに一緒に踊りませんか。
興味のある方は､お気軽に見学に来てください。

練習日／9月6日､13日､27日　火曜日・月に3回
時間／18:00～18:50
場所／地域交流センター山美湖
対象者／未就学児(2歳～5歳)、小学生
料金／1,000円(1カ月は無料体験)
持ち物／飲み物
締切／8月26日㈮
※レッスン用のスカートはこちらでご用意します

【お申し込み・お問い合わせ先】

菊地法子(☎090-7050-1186)
高橋千穂(☎090-5958-9572)

恒例となっております納涼盆踊りは、令和4年
8月14日㈰の開催を目指して準備を進めてきたと
ころですが、新型コロナウイルス感染症の影響
が未だ続いている状況の中、会場での感染対策
や様々な制約を受けた中での開催の難しさに加
えて、ご来場の皆さまの健康と安全確保が困難
と判断し、今年度についても開催を中止するこ
とといたしました。
開催を楽しみにしていた皆さま、例年多大な

ご支援、ご協力をいただいております皆さまに
は大変申し訳ございませんが、ご理解を賜りま
すようよろしくお願い申し上げます。

滝之町商店会　会長　富田 和也

令和4年度 納涼盆踊り〈中止のおしらせ〉

子供フラダンス(ケイキ)生徒募集!!

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

死亡事故ゼロ924日
－人身交通事故発生状況6月分－

発生 0件( 0件)

死者 0名( 0名)

負傷 0名( 0名)

※6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6月11日～令和4年7月10日)

■人のうごき

■6月の人口動態■
(外国人含む)

総人口 2,391人 (＋5)

男 1,134人 (＋1)

女 1,257人 (＋4)

世帯数 1,300戸 (＋9)

※6月末現在( )は前月差

今井美智子さん (92才) 【建部】　　　

杉村ハナ子さん (95才) 【滝之町三】

長澤　盛男さん (94才) 【南久保内】

下村　和美さん (65才) 【久保内五】

森下　謙治さん (86才) 【上久保内】

◆お悔やみ申し上げます

前田
ま え だ

啓杜
け い と

くん　令和4年6月6日

【橋口一　久志さん・美帆さん】

○お誕生おめでとう

広　告
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第　121　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)

2022年6月25～26日、北海道博物館で、北海道のジオパーク各地域※が実験・体験ブースを出
展する｢北海道ジオパークまつり｣が開催されました。
過去2年間は新型コロナウイルス感染症の影響で中止されていたもので、今年は完全予約制、

マスク着用等の対策をとった上で開催となりました。

洞爺湖有珠山ジオパークは『火山の砂から宝石を探そう！』と題し、石英の粒を集めるという
体験ブースを出展しました。参加した小学生約80人は、洞爺湖有珠山地域が大昔の火山活動で形
成されたことや、火山の活動が鉱物を作り出していることを楽しみながら学んでいました。

この他、アポイ岳ジオパーク｢シカ角工作＆マダニの世界｣、三笠ジオパーク｢化石バスボムづく
り｣など、様々な特色を生かした体験メニューが用意され、2日間で合計約500人が北海道のジオ
パークの魅力に触れました。

※現在北海道には、6つのジオパークと、1つのジオパークを目指している地域があります。

スマートフォンの位置情報機能を使ったゲームを、
今年も開催します！
｢指令の書｣の謎を解き、ジオパークエリア(伊達市・

豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町)内のどこかに設置された
｢ある場所｣を探して訪れると、賞品がもらえる仕組み
(先着・抽選あり)です。

スタート地点は、洞爺湖有珠山ジオパークエリア内
の道の駅、水の駅！夏休み期間中、いつもは行かない
場所を探検してみませんか？

ルール等の詳細は、掲示のポスター・チラシ、洞爺
湖有珠山ジオパークのホームページをご覧ください。

2022年8月1～31日､洞爺湖有珠山ジオパークで

楽しめる､期間限定イベント！！

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

洞爺湖有珠山地域の特徴や鉱物ができる仕組みを説明。その後、砂の中から石英の粒を探しました。

まずはLINEで

友だち登録をしてね！

｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!｢スマホde謎解きラリー｣開催中!

｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!｢北海道ジオパークまつり｣ に 出展しました!

2022

オリジナル間伐材うちわ
(先着150名)等、各種賞品も！
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9月の山美湖大学では、町のバスに乗って｢だて歴史文化ミュージアム｣を訪問し、文化庁が1995年度

から開催している巡回展｢発掘された日本列島2022｣を見に行きます。

この巡回展では、日本各地で発掘された埋蔵文化財を、解説つきで観覧します。太古のロマンを感

じましょう。

壮瞥町民であれば山美湖大学学生の方以外も参加可能ですので、興味をお持ちの方はお申し込みく

ださい！

1．日　　時 令和4年9月2日㈮
※山美湖への集合は10:00、山美湖へ帰ってくるのは12:10を予定。

2．会　　場 だて歴史文化ミュージアム(伊達市梅本町57-1)

3．参 加 料 500円

4．定　　員 バスの都合上、定員は20名とさせていただきます。

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。

6．申込期限 令和4年8月19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。

令和4年度　第4回山美湖大学
『発掘された日本列島2022』を見に行こう！

今回の夜空を見る集いは、月・土星・木星の観測の他、20時頃からは流星群が観測可能です。貴重

な機会ですので、ぜひ遊びに来てください。

1．日　時 令和4年8月13日㈯ 19:00～21:00

2．会　場 森と木の里センター

3．講　師 壮瞥町天文同好会　代表　田中　文夫　氏

4．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。

●小学生の皆さまへ…

8月13日㈯は15時から森と木の里センターを開放しています! 遊びに来てください!

15:00～16:30：勉強タイム 宿題などを持ってきてください。一緒に勉強しましょう！宿題が終わっ

ている人は他の問題集などやりまよう！

16:30～18:00：遊びタイム 夏の夕方、お外で思いっきり遊びましょう！雨天の場合は工作などを行

う予定です。

18:00～19:00：夕食タイム 皆でご飯を食べましょう！(お弁当は各自ご用意ください)

19:00～21:00：夜空を見る集いスタート！　流れ星をいっぱい見ましょう！

※途中参加も可能です。

※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。

金泥書とは、日本では主に天平時代(西暦710年～794年。平城京の時代)に多く用いられた書法

であり、金粉を膠の溶液で練ったものを使用することで、黄金色に輝く美しい文字を書写するこ

とができます。

伝承が途絶え長らく謎とされていた部分が多かったこの書法ですが、福島久幸氏は科学的な検

証をもとに天平時代の金泥書法を現代

に復元されました。

福島氏は壮瞥町で歯科医師として勤

務されていたご縁があることから、福

島氏が金泥書法で書写した｢奥の細道(松

尾芭蕉)｣を四点、ご家族の福島久典氏よ

りご寄贈いただきましたので、地域交

流センター山美湖図書室前に展示して

おります。

ぜひご覧ください。

福島久幸氏による｢金泥書｣を
4点展示しています

町内在住の児童生徒に関するさまざまな不安や悩みを受け付けています。

就学、不登校、いじめなどでお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

特に、新しく就学するお子さんのことで、何か不安なことがありましたら、その不安を解消す

るためにも、ぜひ一度ご連絡ください。

■対 象 者／壮瞥町内在住　幼児・児童・生徒とその保護者

■相談日時／平日(月曜日から金曜日)　9:00～17:00まで

※事前にご連絡ください。メールでの連絡も受け付けますが、担当者不在の場合は、日程等調

整させていただく場合がありますのでご了承願います。

※翌年度の就学に関する就学相談の際は、できるだけ就学の前年9月頃までに、1度ご相談く

ださい。

■相談の際の持ち物／

通常は何も必要ありませんが、就学相談の際には、発達等に関わる医療機関等からの資料など

があればご持参ください。

【お問い合わせ先】

壮瞥町教育委員会学校教育係　担当　北越・今川

(☎0142-66-2131　FAX:0142-66-2132)

E-mail：gakko@town.sobetsu.lg.jp

教育相談のお知らせ

令和4年度　第4回夜空を見る集い
ペルセウス流星群観測・月､土星､木星の観測
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｢一般書｣

『私を苦しめていたのは｢素直
じゃない私｣だったかもしれ
ない。』『カリスマ保育士てぃ
先生の子育て〇×図鑑』『カ
リスマ保育士てぃ先生の子育
てで困ったら、これやって
み！』『アグネス流10歳まで
に鍛えておきたい20の能力』
『赤と青のエスキース』『外国
人のための英語でわかる日本
語日常会話』『日本人がよく
使う日本語会話お決まり表現
180』『作家と珈琲』『おしゃ
べりな部屋』『正欲』『天離り
果つる国(上・下)』『晩ごは
ん食堂』『同志少女よ、敵を
撃て』『嫌われた監督』『川島
隆太教授のらくらく脳体操わ
くわくパズル90日』『－12㎏
のカリスマ保健師が考案！ず
ぼら瞬食ダイエット』『手持
ちの服でなんとかなります』
『挑戦�常識のブレーキをは
ずせ』『嵐吹く時も(上・下)』
『それでも、生きていく』『ム
ーンライト・イン』『母の待
つ里』『ミシンと金魚』

｢児童図書｣

『万里の長城』『13歳からの地
政学』『中谷宇吉郎�雪と氷
の探求者』『セカイを科学せ
よ！』『博物館の少女』『妖怪
の子預かります(全10巻)』

｢幼児図書｣

『妖怪食堂』『やぁだ！』『う
みべのまちで』

(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)

★8月末まで、図書室入口にて展示しています★

江戸時代から来たお侍が、パティシエに挑戦!!

ちょんまげぷりん 荒木　源

シングルマザーのひろ子は、ある日江戸時代から現代に
タイムスリップしてきたお侍と出会う…。笑いあり感動あ
りの物語です。

｢十二国記｣シリーズの作者が送る背筋も凍るホラーです。

残穢 小野不由美

転居したばかりの部屋で次々と起きる奇妙な現象。マンシ
ョンを調べるうちにある因縁が浮かび上がる。戦慄のホラー
長編です。

文庫本特集文庫本特集
8月の展示 

お金の使い方、見直したくなるかもしれません。

三千円の使いかた　原田ひ香

御厨(みくりや)家の女性たちは、ピンチを乗り越えるた
めお金をどう貯めるのか？知識が深まり、絶対｢元｣もとれ
ちゃう｢節約｣家族小説です。

この本は

やまびこ図書室に

あります！

読みたい本のタイトル、
正しく言えますか？｢わたしのオススメ本｣

タイトル『100万回死んだねこ
－覚え違いタイトル集』 

福井県立図書館

本の好きなアナタなら捧腹絶倒まちがいナシ！！
あまり本を読まないアナタも、映画やテレビで聞い
た事がある原作のタイトルがいっぱい出てきますヨ。

いったいどんな本なのか、気になりませんか？
司書さん達が一生懸命、真摯に本をオススメしてい
ます。
｢僕ちゃん｣って？｢下町ロボット｣って？｢ひやけの

人｣って？｢ウサギのできそこないが2匹でてくる絵本｣
って…？
イラストがまた絶妙！！(≧ω≦)

(オススメ者：Ｒ2Ｄ3)
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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

期　日：令和4年8月25日㈭ 14:00～15:30　
場　所：図書分室(旧壮瞥消防署)
講　師：ののはら ゆきさん(絵本作家)
参加費：無料

※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。

今月の図書分室イベント
8／25

絵本作家のおはなし

ふうちゃんがつないでくれたものふうちゃんがつないでくれたもの

伊達市在住の絵本作家・ののはら　ゆきさんが絵本を出したきっかけとは？

その後のお話も楽しく聞かせてくれます。

ののはらさんが描いた絵本は、

やまびこ図書室にあります！

昔の遊びをつくろう！

人形劇団
えりっこによる

人形劇公演

群読｢天使の使い｣おはなし会

～どんな噴火が起こるかな？～

火山くじ実験

雑誌リサイクル市

にんじゃ、紙飛行機、ブンブン駒など。
ほかにも割りばし鉄砲大会や紙相撲など
楽しい遊びが盛りだくさん！

読み聞かせボランティアひ
だまりの会による絵本や紙芝
居の読み聞かせです。

図書ボランティアポピーの
会の土屋知実さん脚本の動物
が登場する楽しいお話です。

※内容は、変更になる可能性があります。

演目『みにくいアヒルの子』
『あかずきん』

協力：洞爺湖有珠山

ジオパーク
推進協議会

ようこそ図書分室へ！

来月号で詳しく紹介します！

第13回壮瞥町図書フェスティバル
～昔のあそび～

日時：9月10日㈯12:30～16:00
場所：地域交流センター山美湖

第13回壮瞥町図書フェスティバル
～昔のあそび～

日時：9月10日㈯12:30～16:00
場所：地域交流センター山美湖

四季折々の可愛い折り紙で、図書室に来る方達の目を楽しませてくれ
ます。いつもありがとうございます！

利用者の方に素敵な折り紙をいただきました利用者の方に素敵な折り紙をいただきました
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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4年8月号

水 難 の 防 止

北海道警察官募集中

水難事故を防ぐために
○遊泳は指定された遊泳区域内で

遊泳禁止区域には多くの危険が潜んでいます。

潮が沖に流れていく離岸流にも注意しましょう。

○子どもから目を離さない

波の力で倒れたり、沖に流される危険があります。

○体調不良時や飲酒後は泳がない

溺れる危険があるので泳がないようにしましょう。

○釣りをするときは、必ず救命胴衣を着用

危険な場所には近づかないようにしましょう。

○水上バイクは禁止区域に入らない

法令・ルールを守るとともに、必ず救命胴衣を装着して安全航行に努めましょう。

暴力団の排除

北海道警察官を募集しています。

○受付期間　8月19日㈮まで
詳しくは駐在所、または伊達警察署

☎0142-22-0110
までお問い合わせください。

警察は、暴力団の壊滅に向けて強力な取

締を推進しています。

道民の皆さまも

｢暴力団を恐れない｣

｢暴力団を利用しない｣

｢暴力団に金を出さない｣

｢暴力団と交際しない｣

を合言葉に、社会から暴力団

を追放しましょう。

・オレだけど急にお金が必要になった
・還付金があるからATMに行って
・キャッシュカードの交換が必要
・名義貸しは違法、逮捕される

こんな詐欺電話がきたら、
＃9110にご相談を!!
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風水害による被害を最小限に

これからの季節は、大雨や台風などによる風水

害が発生しやすくなります。

近年、予測できないような竜巻や集中豪雨な

ど、短時間での天気の変動も多く確認され、生命

に関わる大きな災害になることもあります。警報

や注意報が発令されたときには、自主的に避難す

ることも必要です。避難を呼びかける広報車など

が巡回したときは、関係機関の誘導に従い、速や

かに避難するようにしましょう。

壮瞥小学校2年生による写生会

6月15日㈬に壮瞥小学校２年生の皆さんが、壮
瞥支署の庁舎内で写生会を行いました。

普段間近で見ることがない消防車を前に、一生

懸命に消防車を描いてくれました。

水難事故について

水難事故は、1年を通して発生しますが、特に

夏場に多く発生しています。海や川に近づくこと

が多くなるこれからの季節は、十分に注意しまし

ょう。

水難事故を予防するポイント

◆危険な場所には近づかない。

｢危険」「泳禁止」「釣り禁止｣などの案内板

があるところ。

◆健康状態が悪いときやお酒を飲んだとき

は泳がない。

◆悪天候の時は海や川に行かない。

◆子どもだけでは遊ばせない。

◆ライフジャケットを着用する。

防災の日について

9月1日は防災の日です。

1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震

災が由来となり防災の日が制定されました。

台風・高潮・地震などの災害に対する認識を深

め、平時の備えについて確認する日となります。

いつ発生するかわからない災害に対する、日頃

の備えが大切です。

家具類の転倒防止対策や、電気、ガス、水道な

どのライフラインが停止した際に備えて、飲料水

や長期的な保存の効く食料などを蓄えておくこと

が必要です。

災害時は、携帯電話などの各通信機器の回線が

混雑して、連絡がとれないこともあるので、災害

用伝言ダイヤルなどの安否確認方法や集合場所な

どを家族で確認しておきましょう。

“おうち時間　家族で点検　火の用心”

救急出動件数 034件 (累計 145件)

火 災 件 数 00件 (累計 0件)

( )内は令和4年1月1日からの累計

壮瞥支署救急出動件数･火災件数6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分6月分

111111111111111111111111111111111199999999999999999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
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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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口腔
こうくう

がん検診のお知らせ口腔
こうくう
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がん検診のお知らせ口腔
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がん検診のお知らせ

口腔がんはお口の中に発生するがんで、歯以外のどこにでも発生する可能性があ

ります。そのうち日本人に一番多いのが舌がん（約60～70％）です。初期は自覚

症状がほとんどありませんので、痛みや違和感といった症状が出たときには、すで

にがんが進行している状態になります。早期発見するためにも、ぜひ口腔がん検診

を受けましょう。

【日時・会場】

令和4年10月1日㈯
・伊達会場：伊達市保健センター 14:00～17:00

・洞爺会場：洞爺湖町健康福祉センター

14:00～16:30

令和4年10月15日㈯
・室蘭会場：室蘭市生涯学習センターきらん

14:00～17:00

・登別会場：登別市総合福祉センターしんた21

14:00～16:30

【対　　象】 西胆振3市3町在住の20歳以上の方

【検診方法】 問診および口腔の視診・触診

（日本口腔外科学会専門医による検診）

【定　　員】 両日とも2会場合わせて70～80名程度

【料　　金】 1,000円（検診当日お支払いください）

【申込期間】 令和4年8月1日㈪～8月26日㈮
【申 込 先】 壮瞥町保健センター健康づくり係

（☎0142-66-2340）

（主催）室蘭市・登別市・伊達市・豊浦町・壮瞥町・洞爺湖町

一般社団法人室蘭歯科医師会

（共催）日本口腔外科学会北日本支部

※新型コロナウイルス感染症の蔓延状況により変更・中止になる場合があります。
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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。▼

8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

7
中学生フィンランド国
派遣（海外研修）事業
代替事業

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

13
夜空を見る集い
森と木の里センター
19:00〜21:00
（事前開放15:00〜19:00）

14 15 19
育て支援センター開放日
10:00〜12:00

20

9
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

8

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

12
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

11
山の日
町民歩けあるけ運動
6:30〜15:00

18
育児サークル
子育て支援センター
10:00〜12:00
図書分室開放日
13:00〜16:00

16
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

02日
16日

03日
10日
17日
24日
31日

27日

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

6
洞爺湖SUP体験会
午前の部　9:30〜11:30
午後の部　13:30〜15:30

2
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

1
生活習慣病健診
保健センター
7:00〜9:00

5
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

4
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

資源ごみ（古紙類）回収日

資源ごみ（容器類）回収日

21 22
乳幼児健診
保健センター
12:30〜

26
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

2724
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

25
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

23
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

28 29 9/2
山美湖大学
伊達歴史文化ミュージアム
子育て支援センター開放日
10:00〜12:00

9/331
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

9/1
図書分室開放日
13:00〜16:00

30
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


