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震災復興イベントとして「むかわ竜完全版大公開２０１８」を穂別地区で開催
国内最大の恐竜全身骨格化石 これが『むかわ竜』だ！を体感いただきました（写真 １
: １月１
１日穂別町民センター）
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暖かく雲一つない快晴の下︑
震災復興イベント﹁鵡川ししゃ
もまつり﹂が 月３日と４日の２日間︑鵡川中央小学校のグ
ラウンドで開催されました︒
毎年︑旬の鵡川ししゃもが提供される大人気のイベント﹁し
しゃもあれとぴあ﹂に代わり︑復興イベントとして開催︒２
日間で道内外から延べ２万人の観光客が来場し︑鵡川ししゃ
もや近隣市町村の特産グルメを味わいました︒
初日に用意された焼きししゃも４０００匹とししゃも汁１
５００食はすぐに完売︒ステージイベントでは︑タレントの
田中義剛さんや歌手の堀内孝雄さん︑森高千里さんら芸能人
６名が歌を披露︒来場者は手拍子や歓声︑笑顔で歌に応えて
い ま し た︒夕 方 か ら は む か わ の 夜 空 を 彩 る ８ ０ ０ 発 の 花 火 が
打ち上げられました︒
また︑街中のししゃも販売店や飲食店︑四季の館︑ぽぽん
た市場など商店街も人が集まり賑わいをみせ︑鵡川ししゃも
まつりは盛会のうちに終了しました︒
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新聞等で周知されているところですが、北海道災害義援金配分委員会において、胆振東部地震災害義
援金の第２次配分の支給対象に住家被害の「一部損壊」が含まれることになりました。
「り災証明書」は、
借家やアパート等にお住まいの方であっても申請することができますので、お早めに申請してください。
āāିഋ
【本庁】町民生活課税務グループ

☎
〔４２〕２４１３

【支所】地域振興課町民グループ

☎
〔４５〕２１１２

ৄၫၭ
り災証明書の交付は、被災された方の住所へ郵送いたします。

ိǏǌ༃႘ັޠගచຄငණరޮࡹࣸܧɈ༯ယɅȾȞɀ
平成３０年北海道胆振東部地震により、住宅に被害があった世帯に対して、全国の皆様からむかわ町に
お寄せいただきました義援金を、むかわ町災害義援金配分委員会において決定した基準により配分します。
１２月３日から第１次配分の申請受付を開始します。半壊に満たない世帯（住宅被害のなかった世帯
含む）も対象となりますので、詳しくは折込チラシをご覧のうえ申請してください。
āāିഋć౺ߤ८ഊඨ
【本庁】健康福祉課子育て福祉グループ

☎
〔４２〕２４１５（内線２９０６）

【支所】地域振興課町民グループ

☎
〔４５〕２１１２（内線３７０２）

税務署からのお知らせ

平成30年９月の地震災害により被害を受けられた皆様へ
この度の地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
国税庁では、勇払郡厚真町、勇払郡安平町及び勇払郡むかわ町に納税地を有する方に
ついては、別途国税庁告示で定める期日まで、地震が発生した平成30年９月６日以後
に到来する国税に関する申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等
の期限を延長しております。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被害を受けられ
た皆様の状況に十分配慮して検討してまいります。
詳しくは、札幌国税局ＨＰをご覧いただくか、最寄りの税務署までお問い合わせ下さ
い。
札幌国税局ＨＰ

札幌国税局

検索
又は

こちらからアクセス

⇒

※トップ画面から「平成30年北海道胆振東部地震に関するお知らせ」を選択してください。

苫小牧税務署
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☎（0144）３２−３１６５（自動音声でご案内します。）

年末年始お休みのお知らせ

むかわ町職員の紹介

يᒪਆયً
役場・産業会館
ひかり認定こども園
鵡川放課後子どもセンター
屋内ゲートボール場
鵡川スケートセンター

12月31日〜１月６日
12月31日〜１月６日
12月31日〜１月５日
閉鎖中（再開未定）
12月31日〜１月３日

学習交流センター「まなぶ館」 12月31日〜１月５日
生涯学習センター「報 徳 館」 12月31日〜１月５日
【医療機関】
鵡 川 厚 生 病 院 12月29日〜１月３日
うえさか

参事

ي໘શયً

むかわ町の震災からの復興
に尽力させていただきたい
と思っておりますので、よろ
しくお願いいたします。

※12月30日は午後１時か
ら午後６時まで。１月１日
休業１月３日から通常営業
（火・木・土・日曜日）
１月１日〜３月31日まで冬
季休業※12月31日は午前
11時から午後６時まで営業
※１月１日〜２日
※12月31日は午後２時か
ら午後５時30分まで営業

ひき た

主任

約２ケ月間の期間ですが、少
しでもむかわ町の力になれ
ればと思います。

【医療機関】
穂 別 診 療 所

こうぞう

疋田 耕造

地域経済課建設グループ

12月31日〜１月６日 富内生きがいセンター
12月31日〜１月６日
12月31日〜１月６日
休館中（再開未定）
樹海温泉はくあ
12月31日〜１月５日
閉鎖中（再開未定）
別
の
湯
１月５日オープン予定 穂
１月８日オープン予定

上坂 勇人

釧路市から派遣

役場・町民センター
さくら認定こども園
穂別放課後子どもセンター
地 球 体 験 館
博
物
館
穂別スポーツセンター
穂 別 ス キ ー 場
穂別スケートリンク

はや と

北海道から派遣
総務企画課

11月５日付けで、むかわ
町職員として着任しまし
たので紹介します。

12月29日〜１月３日

平取町外２町衛生施設組合からのお知らせ

平成31年１月４日は証明窓口を開設します

ごみの直接搬入について、12月29
日（土）〜１月６日（日）まで休みと
なります。年末は大変混み合いますの
で、早めの搬入をおすすめします。
１月７日（月）から受入れします。
（受入時間：８時40分〜11時30分）

平成31年１月４日（金）の午前８時45分から午後５時30
分の間で、役場〔本庁舎〕町民生活課生活環境グループ及
び〔総合支所〕地域振興課町民グループの窓口で①「印鑑
証明」、②「住民票」、③「戸籍証明」を発行しますの
で、ご利用ください。
〈注意事項〉
本人確認のため、運転免許証・健康保険証・パスポート
等をお持ちください。
〈問い合わせ〉
【本庁】町民生活課生活環境グループ ☎〔42〕2414
【支所】地域振興課町民グループ
☎〔45〕2114

ိଲ෨ެǎ෨ܒ౺ૈಡ೨ਗ
☎ 12568Ĭ3ĭǎǌǎǐ

札幌司法書士会｢地震による困りごと電話相談｣のご案内
札幌司法書士会では、北海道胆振東部地震において被災され、様々な困難に直面されている方に向け
て、緊急相談ダイヤルを開設し、地震によって発生したトラブル、これからの生活再建に向けた不安や悩
みなど、問題解決へのお手伝いができるよう、無料で各種困りごとの相談をお受けしています。
◉日時：午前10：00〜午後４：00（土・日・祝除く） ☎0120〔115〕559（通話料無料）
※当面の間、継続して実施
あわせて、随時、巡回法律相談も行っております。「司法書士会」と書かれた黄色いビブスを着用した
者を見かけましたら、お気軽にお声がけください。今後は、仮設住宅も訪問させていただく予定です。
◆お問い合わせ
札幌司法書士会事務局
札幌司法書士会災害対策本部 司法書士 初谷 修
☎011〔281〕3505
☎011〔261〕9511 メール：mail@hatsuya-ofﬁce.jp

必ず ク
ッ
チェ

最低賃金！使用者も労働者も

平成30年10月１日
からの最低賃金は

835円

北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で
働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、ア
ルバイト等含む）に適用されます。

北海道電力からのお願い
○この冬も引き続き｢無理のない範囲での節
電｣にご協力をお願いいたします。
○詳しくは、ほくでんホームペー
ジをご覧ください。
ほくでん節電

検索

広報

むかわ 2018 ⑫ No.152

4

水道の凍結や破裂に注意してください！
寒さが一段と厳しくなり、水道凍結が発生する時期
となりました。冬期間は室内が暖かくても、床下など
は非常に冷えています。しっかりと「水おとし」を行
い、凍結による水道管の破裂や断水に注意してくださ
い。
なお、冬期間の休日（土・日・祝日等）に水道が凍
結や故障した場合、鵡川地区においては次のとおりの
当番にて水道業者が対応しています。
■対応期間 平成30年12月〜平成31年３月
■指定業者・修理当番日
＜鵡川地区＞
① ㈱米澤電気商会 ☎〔42〕３３７１
【12月】１日、２日、22日、23日、31日 【１月】３日、12日、１３日、27日
【２月】11日、16日
【３月】２日、３日、21日、23日
② ㈲鵡川水道設備工業 ☎〔42〕３１２３
【12月】８日、９日、29日
【１月】１日、４日、14日、19日
【２月】２日、３日、17日、23日
【３月】９日、10日、24日、30日
③ ㈱進興工業 ☎〔42〕３３５８
【12月】15日、16日、24日、30日
【１月】２日、５日、６日、20日、26日
【２月】９日、10日、24日
【３月】16日、17日、31日
＜穂別地区＞
■凍結・修理対応
① ㈱矢野電器
② 今荘設備

☎〔45〕２０１１
☎〔45〕３４２３

■路上等で漏水を発見した場合
㈲Ｈ・Ｓ・Ｋ（エイチ・エス・ケー）☎〔47〕５４７６
■問い合わせ
【本庁】建設水道課上下水道グループ
【支所】地域経済課建設グループ
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☎〔42〕２４１７
☎〔45〕２１１７

生活費が足りなくて困っている、就職したいけれど決まらない、借金の返
済で生活が圧迫されている、子どもが引きこもっているなど現在の生活に
お困り方のご相談を広く受け付けます。
●開 設 日 時 12月18日（火）13時〜14時
●開 催 場 所 むかわ町産業会館 相談室
●問い合わせ 生活就労サポートセンターいぶり
☎0120〔09〕０７８３
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むかわ町の除雪体制
冬の安全な交通の確保を目指し、除雪を効果的・効率的に行うため、町民の皆様のご理解とご協
力をお願いします。

除雪体制
○車道除雪延長 約270㎞ （鵡川地区170㎞・穂別地区100㎞）
○除雪機械（通常の新雪除雪）
【鵡川地区】（車道）除雪トラック２台・除雪グレーダー１台・除雪ドーザー３台
（歩道）小型歩道ロータリ１台・小型タイヤショベル２台
【穂別地区】（車道）除雪トラック２台・除雪ドーザ３台
（歩道）歩道ロータリ１台・小型歩道ロータリ１台
◆除雪作業の基準
新雪除雪に入る基準は、積雪約10㎝ですが、雪質や天候など道路状況により作業を行う場合
がありますのでご理解をお願いします。
町道全ての除雪を行うには通常10時間以上かかり、通学路・バス路線等を優先して除雪を
行っていますので、ご理解をお願いします。
◆深夜早朝作業について
降雪状況によっては、通学通勤（通学路・バス路線等）の時間帯までに道路交通を確保するた
め、深夜早朝から除雪作業を行いますので、除雪車の騒音・振動へのご理解をお願いします。
◆住宅間口の雪の処理について
除雪は車両と歩行者の交通の確保を目的に行っており、玄関前や車庫前に雪を残していきます
が、限られた時間と除雪車で作業を行っているため、雪の処理については各家庭で行っていただ
くようご理解とご協力をお願いします。
◆路上駐車等について
路上駐車は、除雪作業に支障をきたし、また吹雪や夜間は事故につながる恐れがあるため、ご
遠慮願います。また、除雪車には死角も多く、大変危険のため除雪車には近寄らないで下さい。
■町指定雪捨て場 ※ゴミや土砂等を入れないようにお願いします。
鵡川地区
たんぽぽ公園（右岸）内 駐車場
穂別地区
スケートリンク隣 河川敷
【むかわ町除雪担当連絡先】本
庁 建設水道課 技術グループ ☎〔42〕２４２７
総合支所 地域経済課 建設グループ ☎〔45〕２１１７

除雪代行サービスの紹介！
このような除雪代行もありますので、詳しくは直接問い合わせ下さい。
●むかわ町はつらつ人材センター 人力除雪作業
料金１時間 1,188円（平日）※時間外・休日単価は別有
問い合わせ先【鵡川地区】（担当：松並）☎〔42〕７００７（携帯090-2074-1414）
【穂別地区】（担当：豊岡）☎〔45〕３１００（携帯090-7650-5524）

除雪サービス 軽度生活支援事業
町では、冬期間の高齢者の在宅生活支援のため、おおむね10㎝以上の降雪量があるときは、住
宅から一般道までの通路の除雪を行います。詳しい内容はお問い合わせください。
○利用期間 平成30年12月１日から平成31年３月31日
○対 象 者 おおむね６５歳以上の高齢者又は身体に障がいのある方で、町民税非課税世帯に属
し、自力で除雪ができなく、除雪を援助してくれる親族等がいない方
※申請者の状況を調査のうえ必要と認められる場合に対象となります。
○除雪範囲 玄関先から公道までの間の生活に必要な範囲
○利 用 料 １回 １００円
申込・問合せ【本庁】健康福祉課保健介護グループ ☎〔42〕２４１５
【支所】地域振興課健康グループ
☎〔45〕２０６５
広報
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ホームタンクを固定しましょう
胆振東部地震では、ボルト等でタンクの足が固定されていなかったため、
数多くのホームタンクが倒れました。
◆大変危険です！もう一度確認しましょう２つのチェック
□ホームタンクが傾いたままになっていませんか？
□屋根からの落雪の恐れのある場所にホームタンクを設置していませんか？
以上の２つを確認しながら、ホームタンクの脚をボルト等で束石やコンクリート等にしっ
かり固定しましょう。
◆こんなことありませんか？３つのチェック
□機器の使用頻度は同じなのに以前と比べて給油量・給油回数が多くなる。
□何も機器を使用していないのにホームタンクの燃料が減る。
□ホームタンクや配管周辺から油臭がする。
１つでも該当すれば、油漏れの可能性がありますので、業者に点検してもらいましょう。

歳末火災予防運動が始まります
期間

12月20日〜12月31日（12日間）

今年も残すところ1ヶ月となりました。年末の繁忙に加え、季節柄火気
を使用する機会が多くなり、「ストーブの消し忘れ」、「ガスコンロの
消し忘れ」など不注意からの火災が多く発生しています。火気の使用に
は十分に注意し、お出かけやおやすみ前には、必ず火の元の点検を心が
け、火災のない明るい新年を迎えましょう。

ŦȭɈʲĜʐɈྣᅙɉ!նழࣸ៛೨ᅕɈȮࢾᆵɬȞȹȺȞɀȤɤɘȳ
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鵡川・沙流川
地域連携DMO
ニュース
〜 鵡川・沙流川がつなぐ 清流の恵みと人が輝くまち 〜
むかわ町には一級河川の鵡川が、日高町・平取町には、同じく沙流川が流れ、それぞれ「日
本一の清流」に度々選ばれており、３町は、清流のまちとして知られています。
隣接する３町は、2015 年に鵡川・沙流川 WAKUWAKU（ワクワク）協議会を設立し、
鵡川・沙流川流域を一つの観光圏として多くの人に訪れていただき、地域に住む人たちは
地元を誇らしく思うようになることを目的に、「観光地域づくり」の取組を始めました。

「鵡川・沙流川地域連携 DMO」( ディーエムオー ) の誕生
その目的に向かって、2018 年５月に「DMO」という担当を平取町観光協会の中に設
置して、３町が観光面から連携していく活動をできるところから進めていくことになりま
した。
「DMO」とは、３町から構成される協議会を「鵡川・沙流川流域の野球チーム」に例えると、
選手（３町の行政、民間、町民）のコンディションと問題点を把握しながら、監督（協議
会代表）やコーチ（専門家）に相談したり、意見の調整をしたりしながら、チームの能力
を最大限に発揮させる『マネージャー役』と言えます。

「鵡川・沙流川
地域連携DMO」が
これからやっていく仕事は？！
鵡川・沙流川流域チーム

地域連携DMO
（マネージャー役）

①観光客の方々がどんなことを期待しているか、問題点は何かを調べて対策を考えます！
②３町の魅力あふれる地域資源の PR と地域の力を結集するネットワークをつくります！
③どうしたら、多くの観光客が訪れて、特産品をたくさん買ってもらい、若い人年配の人
も働けるワクワクする地域になっていくか、チームで協力しながら取り組んでいきます。
ぜひ、
皆さまといっしょにやっていきたいので、
お気軽に下記までお声かけください！
平取町観光協会（〒055-0192 沙流郡平取町本町28）
〔鵡川・沙流川地域連携ＤＭＯ担当〕新井 貞則 TEL 01457-3-7703
鵡川・沙流川WAKUWAKU協議会ホームページ：http://mukawa-sarugawa-wakuwaku.jp/

お問合せ・連絡先

広報
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ありがとうございました 温かいご厚志に感謝します
11 月５日（株）ワーカム北海道
社員11名で春先と同様に町道
米原7号のゴミ拾いを行ってい
ただきました。長時間にわたっ
ての美化活動に感謝します。
皆さんの善意で美しい景観が
保たれています。

平成30年度
交通安全功労者知事感謝状
むかわ町交通安全指導員として、児童
生徒の登校時の街頭指導や各種行事で
の街頭啓発に長年従事されました。
ふじ た

よしのぶ

藤田

芳伸さん （福住） 65歳

わたなべ

渡部

あつし

篤さん （福住） 58歳

第18回全国障害者スポーツ大会出場

第36回前田一歩園賞を受賞

杉原さんと、千葉さんは、10月30日（火）
に役場に来庁し、町長と教育長に大会の出場
報告と町の支援へのお礼をされました。
杉原さんは、北海道選手団の旗手として決
意表明を行いました。

平成30年11月13日（火）、ホテルポールスター札
幌（札幌市中央区）において、第36回前田一歩園賞表
彰式が行われ、今年度は、ネイチャー研究会inむかわ
（代表 小山内恵子）ほか１団体が受賞しました。
前田一歩園賞は、北海道の自然環境の保全とその適
正な利用に関する分野で活躍する団体個人の顕著な業
績を顕彰する目的で、昭和58年に設置されました。
ネイチャー研究会inむかわは、長く渡り鳥の重要な
中継地である鵡川河口において、野鳥の観察や生物調
査を地域住民と一緒に積み上げ、関係機関と干潟の再
生につくすかたわら、鵡川の豊かな自然を伝える児童
向け副読本の製作及び環境教育、サクラソウ在来種の
保護活動など、地域の保全や普及啓発に取り組まれた
その功績が評価されました。
【問合せ先】
生涯学習課社会教育グループ ☎〔42〕２４８７

●第18回全国障害者スポーツ大会
（10 月 13 日（土）〜 10 月 15 日（月）開催地：福井県）
すぎはら

よしのぶ

杉原 芳信さん（60歳）
・50ｍ走 ・立ち幅跳び
ち

ば

み

つ

こ

千葉 美津子さん（59歳）
・100ｍ走（アイマスク着用）
・立ち幅跳び（アイマスク着用）
・砲丸投げ（アイマスク着用）

ネイチャー研究会 in むかわの皆さん（写真中央が小山内恵子さん）

※このページの費用は、贈り物の専門店ダイトー様、
札幌弁護士会様のご協力をいただいております。
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自衛官等募集案内
募集種目

平成３０年度自衛官等採用試験について

応 募 資 格

受 付 期 間

試 験 日 程 等

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の 第５回試験
者（ただし、32歳の方は、 平成30年11月20日
（火）
苫小牧出張所にご連絡く
から
ださい。）
平成30年12月11日
（火）
（締切日必着）

第５回試験
平成30年12月14日
（金）又は平成30
年12月16日
（日）
（女子は15日
（土））
の
いずれか１日
○筆記試験
国語、数学、社会、作文及び適性
検査
○口述試験
○身体検査

高等工科学校生徒︵一般︶

第１次試験
試験日 平成31年１月19日
（土）
○ 筆記試験
国語、社会、数学、理科、英語、作文
（500字程度）
第2次試験
平成31年２月１日
（金）〜平成31年２月
４日
（月）
までの間の指定する１日

平成30年11月１日
（木）
から
平成31年１月７日
（月）

平成31年４月１日現在
15歳以上17歳未満の
者
（平成14年４月２日から平
成16年４月１日までの間
に生まれた者）

※各種応募資格、受験手続き等詳しいことのお問い合わせは、
自衛隊札幌地方協力本部苫小牧出張所まで
（☎0144〔32〕
３７２５）

17 27

13

50

12 11

入札結果情報

公営住宅
入居者募集中
申込はお早めに！

17

︻鵡川地区︼
２号・２ＤＫ︶
若草︵６ ‐
駒場︵８ １
‐号・３ＤＫ︶

︻穂別地区︼
緑ヶ丘︵４ ‐号・２ＬＤＫ︶
柏南︵５ ‐号・２ＬＤＫ︶
山手︵６ ‐号・３ＤＫ︶
富内中央︵１ １
‐号・３ＬＤＫ︶
６号・３ＬＤＫ︶
富内中央︵２ ‐
富内中央︵５ ‐号・２ＤＫ︶
富内中央 ︵︵特公賃︶４ ‐号・３ＬＤＫ︶
富内中央 ︵︵特公賃︶４ ‐号・３ＬＤＫ︶

42

▼申込期限
月 日︵月︶

▼申込み・問い合わせ
︻本庁︼建設水道課技術グループ
☎︹ ︺２４２７
︻支所︼地域経済課建設グループ
☎︹ ︺２１１７

45

12

※契約金額には消費税が含まれています

H30.10.31入札
工事等名
町道田浦２号道路改良工事
鵡川地区

H30.11.7〜H31.3.20

旭岡２号橋橋梁架替工事
鵡川地区

H30.11.7〜H31.3.20

花岡地区農作業道整備工事
鵡川地区

H30.11.7〜H31.1.30

温泉の沢小規模治山工事
鵡川地区

H30.11.7〜H31.1.21

豊田地区排水路整備工事
穂別地区

H30.11.7〜H31.1.30

工事等名

契約金額
44,820,000円
株式会社

福田組

16,740,000円
長尾工業株式会社
28,080,000円
有限会社

丸重清川

10,476,000円
株式会社

髙和重建

契約金額

ひまわり保育所高圧受電設備改修工事
鵡川地区

道道穂別鵡川線配水管移設実施設計業務
穂別地区

売買物件引渡日〜2020.3.31.

空家対策計画策定業務
むかわ町

6,696,000円
東日本設計株式会社

H30.11.7〜H31.3.8

町有林立木販売事業（穂別富内地区）
穂別地区

3,024,000円
株式会社 米澤電気商会

H30.11.7〜H31.1.31

8,424,000円
苫小牧広域森林組合
2,646,000円
株式会社 シー・アイ・エス計画研究所

H30.11.7〜H31.3.20

7,344,000円
有限会社

ササキ産業

広報
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大人の風しん流行注意報！
〜予防接種費用の一部を助成します〜
妊婦、特に妊娠初期の女性が風しんにかかると、赤ちゃんにも感染し、耳が聞こえにくい、目が
みえにくい、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなど「先天性風しん症候群」
という病気にかかってしまうことがあります。
今年の夏に関東地方で風しんが流行し始め、今後全国的に感染が拡大する可
能性があります。今回の流行は予防接種率の低い成人（特に30〜50代男性）
に感染が集中していることが特徴です。
風しんワクチンは２回接種することで、１回の接種では免疫が付かなかった
方の多くに免疫を付けることができるので、30代〜40代の下記ふきだしの方
は特に接種をおすすめします。
生

年

月

日

接種機会の回数

昭和54年４月１日以前

男性は接種機会なし

昭和37年４月２日〜昭和54年４月１日

女性のみ１回接種

昭和54年４月２日〜平成２年４月１日

１回接種

平成２年４月２日以降

２回接種

・風しんにかかったことがない方
・風しんの予防接種を受けたこと
が無い方、１回接種の方
・上記どちらも不明な方

【助成対象者】
①19歳〜49歳の男女（妊娠中の女性を除く）、②妊娠している女性の夫
※確認のために、接種当日①の方は保険証、②の方は母子手帳を持参し
てください
【料
金】2000円
【接種医療機関】むかわ町鵡川厚生病院 ☎〔42〕２０３３
穂別診療所 ☎〔45〕２１２１
※町外の医療機関で接種した場合はお問い合わせください。
★接種の際は予約が必要ですので、事前に医療機関へご連絡ください。
★妊娠中の方は接種できません。また、女性は接種後２か月間は避妊が必要です。
【問い合わせ】健康福祉課保健介護グループ ☎〔42〕２４１５
地域振興課健康グループ
☎〔45〕３３２６

UPDATE！エイズ治療のこと HIV検査のこと
12月１日は「世界エイズデー」です。世界エイズデーとは、エイズまん延防止と患者・感
染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、1988年に世界保健機関（WHO）
が定めています。
エイズはＨＩＶウイルス感染による病気で、性行為などで感染する可能性があります。感
染者は年々増加していますが、感染しても自覚症状がないため、検査を受けないと感染に気
づきません。
苫小牧保健所では、世界エイズデーに合わせて、HIV検査（月３回）を実施します。検査
は原則匿名・無料、90分後に結果が分かります。あなたとあなたの大切な人を守るためにＨ
ＩＶ検査（エイズ検査）を受けましょう。
○日時 12月４日（火）９：00〜16：30
○場所 苫小牧保健所
○内容 ＨＩＶ検査（迅速検査）
○申込み・問い合わせ 予約制（予約は３日10：00）までです）
苫小牧保健所エイズ相談専用電話 0144〔35〕７４７４
11
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10月14日 穂別小学校学芸会
元気な歌声を披露
穂別小学校（佐々木秀人校長）の学芸会が開かれました。
穂別小は胆振東部地震で校舎などが被災。体育館の窓が
破損し使用できなくなったため、場所を校内のホールに移
して開催しました。
児童たちは学芸会開催まで少ない時間の中、熱心に練習
に取り組み今日の本番を迎えました。朗読劇や全校合唱を
堂々と披露する児童たちに、訪れた保護者や地域住民から
大きな拍手が送られました。
見事な歌声を披露した全校合唱

10月15日 「火の用心！」園児が呼びかけ
秋の火災予防運動
さくら認定こども園では、秋の火災予防運動（10／15〜
10／31）に合わせて胆振東部消防組合消防署穂別支署の協
力のもと、年中園児による防火街頭パレードを行いまし
た。
１日消防署長に任命された園児を先頭に、おそろいの法
被を身につけた園児たちが福祉施設や診療所、商店街を練
り歩き「火の用心お願いします！」と元気な声で防火を呼
びかけました。
福祉施設にて「火の用心おねがいします！」

10月25日 宮戸小で稲刈り体験
おいしいお米を収穫
宮戸小学校（渡辺二夫校長）では、６月１日に植えた米の稲
刈りを行いました。地震で校舎、体育館が大きな被害を受
け、一時鵡川中央小学校の教室を間借りして授業をしてい
ましたが、10月９日から本校に戻り授業を再開。そのよう
な中、保護者の手を借り震災後初めての課外授業の稲刈り
を行いました。高学年は慣れた手つきで鎌を扱い、低学年
は腰を落として慎重に、たくさんのお米を収穫しました。
たくさん収穫しました

10月30日 復興支援感謝特別レースに
多くのファンが来場
毎年恒例の北海道競馬「むかわ町長杯ししゃも特別レー
ス」が、今年は「復興支援感謝特別レース」と名前を変え
門別競馬場で開催されました。
第10レース1200ｍに９頭が出走。３歳牝馬のチェゴが勝
利し、竹中町長から勝利騎手、調教師、生産者へししゃ
も・むかわの花・お米が贈られました。
門別競馬場も震災時は停電などで開催できない日があり
ましたが、９月25日から再開し、この日も多くのファンが
来場し大きな声援を送っていました。

勝利騎手らと記念撮影
広報
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11月1日 ユニ殿とそらち姫が訪問
園児とふれあう
地震の被害にあった園児たちを元気づけようと、由仁町特
別観光大使のユニ殿とそらち姫、シスト男爵がさくら認定
こども園を訪問し、タッチや記念撮影をしてふれあいまし
た。
また、10月に開催されたユニガーデンのイベント「ハロ
ウィンパーティー2018」の会場で、ユニ殿が中心となり、
来場したご当地キャラクターやファンの皆さんから集めた
義援金をシスト男爵に手渡しました。
ゆるキャラたちとふれあう園児

11月4日 木に触れ木の温もりを感じよう
木育プレーパーク開催
むかわ木育の学校（旧和泉小学校）で、NPO法人いぶり
自然学校が主催する「木育プレーパークスペシャルデイ」
が開催され、多くの親子連れが参加。木のぬくもりに触れ
ながら思いおもいに楽しみました。
参加者は、まき割りや箸づくり、削り馬にまたがり木を
削る作業を体験。まきを焚き火にし、パンやマシュマロ、
いもを焼いて味わったほか、５月に胆振総合振興局森林室
が行った木育企画で植菌したなめこを収穫し、なめこ汁を
作って秋の味覚を堪能しました。
その他、むかわ町在住で現役ハンターの本川哲代さんが、
今話題のジビエや人と森と野生動物について講演。移動図
書館やカフェコーナーも用意され、大人も子どもも楽しめ
る内容となりました。

なめこ収穫体験

焚き火でパン焼き

箸づくり体験

上手に削ることができました

11月8日 100歳おめでとうございます
いつまでもお元気で
11月２日の誕生日で100歳を迎えた飯塚千代さん（大正
７年11月２日生）の100歳を祝う会が愛誠園で行われ、家
族や施設の入所者、職員らが祝福しました。
また、竹中町長より内閣総理大臣から贈られたお祝い状
と銀杯を、むかわ町から花束と記念品が手渡されました。

祝福を受ける千代さん（前列中央）

13
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健康むかわ 21（第２次

中間評価）報告シリーズ

休養・こころの健康対策

PART６

生活習慣・社会環境の改善（3）休養・こころの健康について
「睡眠による休養を十分とれていない者の割合減少」「自殺者の減少（人口 10 万人当た
り）」を目標として設定しています。
睡眠による休養を
十分にとれていない者の割合

睡眠による休養を
十分にとれていない男女別の割合

21%

30%

24.2％

20.3％

増加

20%

20%

19%

18%

16.3％

10%

H23

24.5％

22.8％
女性

16.4％
18.1％

19.2％

22.1％

16.9％
13.6％

13.3％

H26

H27

男性

0%

H28

H24

自殺死亡率の推移
（人口10万人当たり）

H25

H28

必要な睡眠時間には個人差があり、年齢や
季節によって変化します。
個人的にちょうどいい睡眠時間は、「スッ
キリ目覚め、起きている時眠気を感じず、
活発に活動できる」ことが目安です。

95%

65%

42.6％
35%

5%

10.2％

10.5％

H22

H23

H24

21.8％

22.5％

H25

H26

【まとめ】
◎睡眠による休養を十分にとれていない方が増加傾向に
必要な睡眠時間には個人差がありますが、経年的に比較すると女性の方が十分に眠
れていないと感じる方が多い傾向にあります。睡眠による休養が十分にとれないこ
とで、うつ病等の精神疾患や免疫力の低下を招き生活習慣病へと繋がっていく可能
性もあります。日中の眠気で困らないかを目安に、自分にあった睡眠時間をできる
だけ確保したいですね。
◎自殺死亡率は経年的な変動あり
経年的に変動はありますが、毎年自殺による死亡があります。
【今後の方向性】
◎特定健診の問診による実態の把握、こころの健康をテーマに周知・啓
発を引き続き行い、必要に応じて個別支援を行っていきます。
◎精神保健協会の活動に参加し、保健所と連携しながら相談窓口の普及
に努めていきます。
次回は〜パート７「喫煙・飲酒」〜です。
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12 月
事

業

予防接種を受ける方は、必ず医療機関に予約をし
ましょう。また、接種の際は必ず母子手帳を持参
願います。

名

対

象

名

鵡川地区
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場

予防接種

Ｂ型肝炎予防接種

１歳未満児

Ｈｉｂワクチン接種
小児用肺炎球菌予防接種

２か月〜５歳未満

四種混合

３か月〜７歳６か月未満

不活化ポリオ接種

３か月〜７歳６か月未満

麻しん風しん混合予防接種

・12か月〜24か月未満（第１期）
・来年度小学校入学予定者（第２期）

水痘（水ぼうそう）予防接種

12か月〜36か月未満

日本脳炎予防接種

・平成21年10月２日以降に生まれた方
時
・平成19年４月２日から平成21年10月
１日までの間に生まれた方
・平成19年４月１日以前に生まれた方で 場
20歳未満の方

子宮頸がん予防ワクチン

インフルエンザ予防接種
※12月中の接種をお勧め
します※

骨粗しょう症検診

毎週

13：15〜14：15 時

毎週

鵡川厚生病院

中学１年生〜高校１年生相当の女性

今まで一度も肺炎球菌予防接種を受けた
ことのない方で
①Ｈ30年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳になる方
②60歳〜64歳で一定の障がいのある方
③66歳以上で①に当てはまらない方
※②、③で希望者は町に申込みが必要です。

【助成対象】
①満65歳以上の方
②満60歳〜64歳で一定の障がいがある方
③満1歳〜15歳までの方（13歳未満は2回
接種）
【料金】
上記①〜③の助成対象者 1,000円
その他の方
2,880円
【その他】
助成対象者が町外での接種を希望する場合
は事前に町に申請が必要

19歳以上の方（町に申込みが必要です）

毎週
毎週
毎週
毎週
毎週

水曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
水曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
水曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
木曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
木曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
木曜日
15：00〜15：30
穂別診療所
火曜日

場

15：00〜16：00

穂別診療所

時 毎週 火曜日

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。
接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください。

肺炎球菌予防接種
（要事前予約）

毎週 月・木曜日

穂別地区
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場
時
場

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院
毎週 月・木曜日 13：15〜14：15
鵡川厚生病院

時間

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

場

15：00〜15：30

穂別診療所
時間

内科診療時間内

場所

穂別診療所

・左記対象①に該当する、平成30年度定期予防接種対象となる方に
は個別通知をしています。
・10/22〜ワクチン在庫終了まで
・10/15〜ワクチン在庫終了まで
【受付時間】
【受付時間】
１）一般受診者
内科：午前8:30〜11:00（月〜金）
◎月・火・木・金曜日
午後1:15〜3:00（月・水・金）
午後1:00〜4:30
小児科：午後1:15〜2:15（月・木）
◎水曜日
午後3:30〜5:00
【その他】
※中学生が1人で受診する時は保
時 予約不要
時
護者の同意の為、事前に用紙を
6歳以上の児童は内科での接種も可
受け取り。
定期通院者は受診時主治医と相談の
２）定期通院者
上接種
随時（火曜日午前除く）
※受診時受付で接種希望を申し出る。
【その他】
予約不要

場 鵡川厚生病院
内科診療時間内（要予約）
時
鵡川厚生病院
場

場 穂別診療所
火曜日以外の診療時間内

乳幼児健診
（７か月児はＢＣＧ接種）
幼児フッ素塗布

月・水・木曜日の診療時間内
時
小学校３年生以上で過去５年間エキノ
穂別診療所
コックス症検診を受けていない方
場
20日（木）
時間は通知します
４か月児・７か月児・12か月児・１歳
時
フッ素塗布 9:30〜16:00
次回は1/16（水）を予定しています。
６か月児・３歳児（※個別通知します）
四季の館
希望者
場

５歳児健診

５歳児（※個別通知します）

エキノコックス症検診

検診・健診

特定健診

集団健診

特定健診

個別健診

子育て支援
ふれあい支援

子宮がん：20歳以上の女性で前年度受診していない方
乳がん：40歳以上の女性で前年度受診していない方

ふたばキッズ

2歳児（※個別通知します）

すくすく広場

就学前の親子（未就園児）

あそぼうね（一般開放）

就学前の親子

おひさま広場

０歳〜４歳未満の乳幼児をもつ親子

ポパイサークル

こころの病の回復者等

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

いきいき料理教室
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今年度は終了しました

個別通知します
時 10 日（月）〜 14 日（金） 個別通知します 時 4日(火）〜7日（金）
40歳以上のむかわ町国民健康保険に加入
4〜5日：健康センター、
10日：川東第二、11日以降：四季の館
場
場
している方で、今年度特定健診を受診し
6日：仁和会館、7日：銀河会館
ていない方（受診券をお持ちの方で受診
希望の方は保健介護グループへ申込み(42-2415)
希望の方は健康グループへ申込み(45-3326)
券を利用して健診を受診していない方）
診療時間内
診療時間内
時
時
自己負担額：無料
鵡川厚生病院
穂別診療所
事前予約が必要です。
場
場

子宮がん・乳がん検診
※希望者は事前連絡

いろは塾
（認知症予防教室）

次回は2/6（水）を予定しています

時
場
時
場
時
場
時
場
時
場

時
65歳以上の希望者
・事前申込みが必要
場
・申込先：むーブ（☎４７−７５０１）
60歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）
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予約は厚生病院（42-2033）
予約は穂別診療所（45-2121）
集団検診は終了しました。
札幌バスツアー検診又は個別検診をご予約ください。
保健介護グループへ申込み（42-2415）
健康グループへ申込み(45-3326)
9：30~11：00
時 21日（金）
次回は1/18（金）を予定しています
発達支援センター穂別きらり
場
毎週 月〜金曜日
9：30〜11：30、13：00〜16：00
ひかり認定こども園
毎週 金曜日 10：00〜11：30
発達支援センター鵡川たんぽぽ
毎週 月〜金 ９：30 〜 12：00、13：30 〜 16：00
発達支援センター穂別きらり
６日（木）
10：00 〜 14：30
介護予防センター
5・12・19・26 日 10：00 〜 12：00 時 6・13・20・27 日 10：00 〜 12：00
【ピンしゃん会】介護予防センター
場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時 12・19・26 日 10：00 〜 12：00
【ＯＢ会】穂別ふれあい健康センター
場
7・14・21・28日 10：00 〜 12：00 時 4・11・18・25日 10：00 〜 12：00
穂別ふれあい健康センター事務室
介護予防センター
場
（歯科診療所横）
次回は1/29（火）を予定しています。

12月の健康案内
＋医療機関の外来案内＋
鵡川厚生病院 ☎〔42〕2033

穂別診療所 ☎〔45〕2121

（受付時間）午前 8：30 〜 11：30

（受付時間）午前 8：45 〜 11：00 午後 1：00 〜４：00
※水曜日午後からの診療は、午後3:30〜6:30（夜間診療含む）

診療科 / 担当医師

内科・外科・
総合診療科

午後 1：15 〜４：00

月

火

水

木

金

越智

會川

越智

會川

石川

石川

石川

越智

越智

予約
越智

予約
會川

予約
石川

予約
會川

午前
午後
佐々木

総合外来

午後

リハビリテーション科 午後
北大
午後 小児科

夜間診療 ( 内科 )
※
※
※
※
※

（内科・外科・
小児科）

王子整形

午前
小児科

北大
小児科

會川先生 毎週火曜日17:00〜18:30

リハビリテーションは水・金、デイケアは月・火・木で実施
しています。
検診事業や医師の研修などにより、予定は変わることがあり
ます。
12/29〜１/３は休診です。
12/６（木）、12/７（金）、12/18（火）午後の予約外来は休診
です。
12/17（月）午前は越智先生が不在のため、石川院長が担当
します。

苫小牧保健所

総合外来
（内科・外科・
小児科）

月

☎ 0144〔34〕4168

火

水

木

金

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
午前 田中 田中 田中 田中 田中
清田
整形

整形外科

午前
消化器内科

診療科

午後 交替制 交替制

交代制
(受付は
午後3:30〜)

交替制 交替制

夏目

夜間診療

夜間診療は４月から水曜日に変更になっています。
（受付時間）
午後５：00〜６：30 水曜日の午後診療は午後3:30からで、引き続いて
夜間診療を行います。

※ 各週の予定を日曜日に情報端末（ＴＶ電話）でお知らせします。
※ 担当医は、健診事業や医師の研修などにより変わる場合があり
ます。ご了承願います。

鵡川厚生病院からのお知らせ
12 月３日
（月）
よりインフルエンザワクチン接種日を追加します。
追加日：内科 月曜日
（13：15〜15：00）

※事前に申し込みが必要です

総合保健相談・医療相談

随時（祝祭日を除く月〜金）

女性の健康相談（定例は事前予約）

定例 12月19日（水）、随時（祝祭日を除く月〜金）

こころの健康相談（定例は事前予約）

定例 12月17日（月）、随時（祝祭日を除く月〜金）

肝炎ウイルス検査（要事前予約）

12月４日（火）

骨髄バンク登録（要事前予約）

12月４日（火）、18日（火）

HTLV-1抗体検査（成人T細胞性白血病検査）
（要事前予約）

12月４日（火）

HIV検査（エイズ相談）要事前予約
専用電話 0144-35-7474

12月４日（火）、５日（水）、18日（火）

鵡川地区・いきいきふれあいサロン

介護予防センター

13日（木）

11：00〜13：00

鵡川断酒会例会

介護予防センター

４日（火）・18日（火）

18：30〜20：30

生命の貯蓄体操

介護予防センター

４・６・11・18・20・25・27日

火曜日 ９：30〜
木曜日10：00〜

ポレポレ笑いヨガクラブ

介護予防センター

毎月

10：00〜12：00

第４土曜日

広報

むかわ 2018 ⑫ No.152

16

ȭɭɅȻɉ "

ɚȥɩ෨ණۊၟߣૅܧʓˋʗĜɁȳ
むかわ町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

『住まい・見守り〜住み慣れた地域で安心して生活できる体制作り〜』
むかわ町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第７期計画）では、「高齢者が住
み慣れた地域で安心・安全に暮らせるまちづくり」を基本テーマとしています。先月に引き
続き、重点的な取り組みについて紹介します。

我がまちの特徴
◯高齢者の生活状況について（在宅介護実態調査アンケート）
独居・夫婦世帯の割合が、全国に比べて多い
◯高齢者の生活環境について（日常生活圏ニーズ調査 町独自項目）
「地域の見守り等の体制」が重要と回答した方が多い
「介護施設の充実」が重要と回答した方が多い
◯高齢者をとりまく環境について
高齢者虐待や虐待の疑い事例が増えてきている

【推進の視点】
住み慣れた地域で安心して生活できる体制を構築する。

取り組みの内容
地域の見守り活動の充実・強化
・自治会・町内会や警察や消防などへの情報提供や連携
・見守りネットワークの拡大
高齢者居住環境の整備
・グループホームや高齢者住宅、介護施設等のあり方を協議
地域包括支援センターの機能強化
・虐待対応、権利擁護等の強化
・市民後見人後見センターの調査研究
・介護支援専門員研修の実施（東胆振３町合同開催）

【むかわ町地域包括支援センター】
【本庁】健康福祉課保健介護グループ ☎〔42〕2415 【支所】地域振興課健康グループ ☎〔45〕2065
17
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平成 年 む か わ 町 成 人 式

31

【対象者】平成10年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた方が対象と
なります。むかわ町に住民登録されている対象の方には案内はがきを
郵送しております。
案内はがきが届いていない方や、むかわ町に住民登録されていない方
で成人式に参加を希望される方は、下記の担当までご連絡ください。
【日 時】平成31年１月13日（日）午後２時から
【場 所】むかわ町四季の館たんぽぽホールを予定しておりますが、会場変更と
なる場合がございます。出席希望のありました成人の皆様におかれま
しては、年内12月後半までにあらためてご連絡をさせて頂きます。
【式典の概要】
13：00 受付開始
14：00 開会（式辞・祝辞、記念講演、記念品
贈呈、誓いの言葉、アトラクション、
新成人代表挨拶）
15：30 閉会・集合写真撮影
16：00 解散
※閉会・解散時間は進行状況により変動する可能性があります。また、成人式
の内容は一部変更となる場合があります。あらかじめご承知ください。
【お知らせ】穂別地区からは、送迎バスを運行（希望者のみ）予定です。
【連絡先】むかわ町教育委員会 生涯学習課社会教育グループ ☎〔42〕2487
教育振興室
☎〔45〕2113

新春書き初め大会のご案内
皆さんのご参加待っています
日

時：平成31年１月６日（日）午前９時〜11時
（受付時間厳守・午前８時30分〜50分）
ところ：生涯学習交流センターまなぶ館（福住２丁目）
主 催：鵡川書道連盟
後 援：むかわ町・むかわ町教育委員会・むかわ町文化協会
対 象：むかわ町内小・中学校並びに一般（高校生・大人）
申込先：会長 佐々木 俊一（福住３丁目 ☎〔42〕２６８１）
目 的：一人でも多くの小・中学生が個性豊かな書の勉強に励んでくれることを願う
課 題：小学校１年生 ｢きぼう｣
２年生 ｢子いぬ｣
３年生 ｢春のこえ｣
４年生 ｢明るい心｣
５年生 ｢初日の光｣
６年生 ｢心気一新｣
中学校１年生 ｢世界の交流｣（楷書） ２年生 ｢自由と責任｣（行書）
３年生 ｢山河四望春｣（行書）
一般
｢東風百花｣（行書）
当日持参する物：太筆と中筆、すずり、文鎮、おしぼり
（手ふき用）、新聞紙２・３枚
（上記の書道用具を持参してください）
賞：各学年 金１名、銀２名
全体より むかわ町長賞１名、
むかわ町教育長賞１名、
むかわ町文化協会長賞１名、
書道連盟会長賞１名
選考委員：各教室の先生が担当します。
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文化財だより
売家手形︑目録の書き方や︑身
分に応じた敬称の付け方︑よく
使う単語など︑江戸時代に使わ
れた文書の様式用例が多数掲載
されています︒このような書物

に︑古いふすま紙の上から紙を

した︒表紙の強度を増すため

その上から新しい表紙を貼りま

を糊で貼りつけて下張りとし︑

すまの木枠に古新聞などの雑紙

することができます︒昔は︑ふ

をかけ︑手作業で一枚一枚刷り

ことで︑版木に墨を塗って和紙

刀で正確に浮き彫りした木板の

書きした文字や図柄を︑鑿や小

された刊行物です︒版木は︑墨

けて︑版木を用いて大量に印刷

版本は︑江戸〜明治時代にか

明治初期に商用のため︑内地と

した︒このふすまの所有者は︑

が数多く残されることとなりま

の生活を知る上で重要な古文書

書の様式が広まり︑当時の民衆

た結果︑日本全国で類似した文

て大量に生産され一般に流通し

往来物は︑社会の必要に応じ

おうらいもの

まの下張りに再利用したもので

のことを︑往来物と呼びます︒

古いふすまの中から古文書を発見
古くなったふすまは︑自分で
す︵図１︶︒

重ね貼りをすることが多かった

上げました︒印刷物は︑束ねて

鵡川を往復した経緯があります

表紙を張り替えてリニューアル

ため︑大昔のふすまを解体する

背表紙をつけて紐で綴じ︑冊子

ので︑当時勉強したビジネスの

たふすまを剝がしたところ︑明

町内で百年以上前に使用され

タイトルは︑﹁手本重宝記

は︑二十四枚ありました︒本の

ふすまから回収できた版本

せん︒

︻問合せ先︼
︺２４８７

生涯学習課社会教育グループ
☎︹

【図２】手本重宝記（一部）

【図１】ふすまに裏貼りされた状態

はんぎ

と︑中から古文書が発見される

にした状態で流通しました︒

治三十年代の時事新報という新

之五﹂といい︑全六巻構成で明

ハウツー本だったのかもしれま

場合があります︒

聞紙の下張りと︑さらにその下

和四︵一七六八︶年頃に製作さ

巻

から︑幕末か明治初期頃のもの

れました︒内容は︑金銀預手

て ほ ん ちょうほうき

と思われる古文書が発見されま

形︑年季奉公人請状︑借金請

はんぽん

状︑質物預手形︑田地売手形︑
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した︒これは︑版本という木版
印刷物の冊子を解体して︑ふす

42

体育館の夜間一般開放日のお知らせ
現在利用を中止している鵡川町民体育館の代替
施設として、むかわ町生涯学習センター報徳館の
体育館をご利用になれます。
【施設の場所】
むかわ町二宮315番地２
【夜間一般開放日】
○毎週水曜日。ただし、平成31年１月２日は、
年末年始休館のためご利用になれません。
【夜間一般開放時間】
18：30〜21：00の２時間30分。設営と撤収の
時間も含みます。

【夜間一般開放の対象】
一般のみ（高校生以下は利用できません）。利用
料金は、無料です。
【夜間一般開放利用方法】
（1）利用希望者は、受付で必要事項を記入してく
ださい。
（2）同じ競技を複数で楽しむ場合は、時間、ゲー
ム数やセット数などを基準に交代で利用して
ください。
（3）競技に必要な備品の設営・撤収は利用者間で
協力して行ってください。
（4）疑義や利用者間の問題が生じた場合は、体育
館管理人へ申し出てください。

12
★絵本
「ぱぱんのぱん」「ひらく」
「スノーマンとスノードッグ」ほか
★パネルシアター
「ぱぱんのぱん」「クリスマス」
おはなし会

18日
(火)

★歌おう！
四季の館
「あわてんぼうのサンタクロース」
2 階会議室 A
11：30
★踊りましょう！
「赤鼻のトナカイ」

10：30
〜

絵 本 を と お し て、親 子 の ふ れ あ い。
おはなし会で、お友だちと楽しい時
間を過ごしませんか。お待ちしてい
ます。

サンタさんがやってきます。白い袋の中は
なにかな？
※次回おはなし会 平成31年１月15日（火）
冬休みスペシャルです

12

専科講座

フロアカーリング専科

４日（火）

９：00 〜 11：30 生涯学習センター報徳館

書道専科

12日（水）

９：30 〜 11：30 学習交流センターまなぶ館 交流室

手芸専科

３日（月）

９：30 〜 15：30 学習交流センターまなぶ館 交流室B

コーラス専科

４日（火）

10：00 〜 12：00 学習交流センターまなぶ館 交流室A

カラオケ専科

10日（月）

13：00 〜 15：30 学習交流センターまなぶ館 交流室A

レクダンス専科

５日（水）

10：00 〜 12：00 学習交流センターまなぶ館 交流室

陶芸専科

18日（火）

10：00 〜 15：00 四季の館 創作室

ゲートボール専科

会場の準備が整い次第ご連絡します
広報
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ので図書室カウンターまでご連
絡ください︒
︽ご利用案内︾
開館時間
時〜 時
休 館 日 毎週月曜日
︵祝日を除く︶
貸出期間 ２週間
貸出冊数 お一人さま５冊まで
電話番号 ︹ ︺５０５７

14

穂別図書館

メールの返信も遅れる場合が
ございます︑ご了承ください︒
︽移動図書について︾
定期の移動図書につきまして
は︑スケジュール通り行いま
す︒
左記のスケジュール欄をご確認
ください︒
個人宅や施設など︑希望があ
※
りましたら︑移動図書に伺いま
す︒穂別図書館までご連絡くだ
さい︒
◇ケアハウス
…日︵木︶ 時 分〜
◇稲里地区
…日︵木︶ 時 分〜
◇富内地区
…日︵金︶ 時 分〜
◇和泉・仁和地区
…日︵金︶ 時 分〜
◇生田地区
…日︵金︶ 時 分〜
︽蔵書検索︾
穂別図書館とまなびランド図
書室の蔵書がインターネットで
検索できます︒
穂別図書館を通じて︑北海道
立図書館や︑国立国会図書館の
本も利用できます︒
詳細はお問い合わせくださ
い︒
︽問い合わせ︾
２３９６
穂別図書館 ☎
︹ ︺
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※このページの費用は、髙田法律事務所様のご協力をいただいております。

20

︽休館中です︾
９月の震災により︑現在休館
中です︒
︽返却本について︾
現在貸し出し中の本の返却を
受け入れます︒
職員通用口のブックポスト︵返
却ポスト︶をご利用ください︒
︽本の貸し出しについて︾
貸し出し希望のある方へ対応
をさせいただきますので︑お気
軽にご相談ください︒
電話番号 ︹ ︺２３９６
： libhbts@yahoo.co.jp
Mail
電話につきましては︑職員不
※
在や電話にでられない場合もご
ざいますので︑ご了承下さい︒
メールでご連絡される方は︑
※
件名に本の貸出︑本文に相談内
容︑ご相談者様のお名前・ご連
絡先を明記してください︒

45

21

13

42

45

まなびランド図書室
︽ 雑誌付録プレゼントのお知らせ︾
月 日︵月・祝︶ 時より︑
雑誌の付録をご希望の方に差し
上げます︒
お１人さま１個まで︑なくな
り次第終了いたします︒
︽新しくご利用される方へ︾
図書室で本を借りるには︑利
用者登録が必要です︒
中学生以上の方は︑住所を確
認できるもの︵学生証・運転免
許証・郵便物 等︶をお持ちにな
り︑図書室カウンターまでお越
しください︒
小学生以下のお子様につきま
しては︑保護者の承諾が必要で
す︒
申込書に保護者の記入欄がご
ざいますので︑必ず︑保護者が
記入してください︒
現在ご利用いただいている方
※
の中で︑住所や電話番号等が変
わられた方は︑図書室カウン
ターまでご連絡ください︒
︽利用者カードの再発行︾
紛失や破損等で利用者カード
の作り直しを希望される方は︑
カードの再発行を受け付けます
12
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ࣈᆛݛಒȦழ႞ɅࡃɬۿɍɘȱȹĊ
１０月１３日苫小牧駒澤大学構内で「食べる・たいせつ
フェスティバル２０１８」
（主催：コープさっぽろ）が行われ
ました。屋内外に６０以上の体験や食の出店があり、入場者
数は３８００人を超えたと伺いました。むかわ町恐竜ワール
ドセンターの栗原健一さん、村上隆さん、宮田千春さんと筆
者（佐藤）で化石の模擬クリーニング体験を行い、７０人程が

23

参加しました。子どもとその保護者が夢中で作業しました。
このイベントでは、体験コーナーの「体験プログラムコン

ȥɣഺ௫ȯɭĂञঈȯɭĂ྾ଞ

テスト」があり、３０以上の出店者の中から、むかわ町恐竜

Op/263

December 2018

ワールドセンターが最高位である「大賞」を受賞しました。受賞の決め手は、子どもが楽しく体験し、掘
り出した化石を手にした笑顔だそうです。栗原さんは「これをきっかけに北海道から化石のスペシャ
リストが出てほしい」とステージ上で受賞のあいさつをされました。

Ķඌ༜ᆛɈȻĜȹɭķ
ĤɅȽɗɭࣈᆛࢾࡼݡޏძી෨Ɉގ
丹波竜のちーたんは、兵庫県丹波市で白亜紀前期の地層か
ら恐竜化石が発見され、その地層から生まれた丹波竜のマス
コットキャラクターです。
ちーたんの「ち」は、地層・いのち・地球・大地を、
「ー」は、
長く・永遠・つながり・未来を、
「たん」は、丹波・誕生・ま
ごころを意味しています。
体の模様は、地球の歴史と共に生まれてきた地層を表して
います。体には化石のアップリケ、頭の上のいのちの芽は、こ
れから育っていく生命の兆し、命のつながりを体全体で教え
てくれています。
（協力：兵庫県丹波市 産業経済部 恐竜・観光振興課）
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※（ ）は前月比。
住基法の改正に
より、外国人数
を含みます。
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