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〜復興住宅鍵交付式を実施しました〜
北海道胆振東部地震で被災した方が居住するための復興住宅が完成し、10月30日に鍵の交付
式が行われました。
式では竹中町長が「これまで仮住まいでの生活を余儀なくされてこられたが、一日も早く新居
の生活に慣れ、元気に過ごしていただきたい」とあいさつし、現在仮設住宅等で生活する25世帯
に直接鍵を交付しました。
鍵を受領した皆さんからは「新居は広く快適に過ごせると思う」
「一日も早く引っ越して落ち
着きたい」など新生活に期待する声が聞かれました。
会場では移転のための
各種手続や職員による
相談・説明が
行われました。

交付式であいさつする竹中町長

伝筆協会から
温かなメッセージの書かれた
カードが入居者の皆さんに
贈られました。

初のむかわ町出身プロ野球選手誕生へ!
河村説人投手（星槎道都大）千葉ロッテマリーンズが指名
10月26日にプロ野球ドラフト会議が行われ、本町出身で星槎道
都大学の河村説人（かわむら ときと）投手が千葉ロッテマリーンズか
ら４位で指名を受けました。河村投手は鵡川中央小学校３年生の時
に鵡川ジュニアファイターズで野球を始め、鵡川中学校から白樺学園
に進学して甲子園にも出場しています。
10月30日に町長を表敬訪問した河村投手は
「シーズンを通してプ
レーできる体を作り、
後半に１軍で投げられたら、
是非札幌ドーム
（北海道）
で投げたい」
と抱負を述
べるとともに
「（地震など）暗いニュースが多い中
で明るい話題を届けたい。むかわでもロッテ
ファンが増えてくれたら」
と地元への思いを語
り、竹中町長からは
「まずは体を大切にプレー
してもらいたい。胆振東部地震からの復興半
ばの町に千葉ロッテの河村投手として活躍し
エールを送ってほしい」
と激励の言葉を受けま
した。今後の入団手続きを経て
「初のむかわ町
出身」プロ野球選手となる河村投手の活躍が期
待されます。
竹中町長から花束を受け取った河村投手▶

投じる
長身から
192cmの 変化球が
速球・
ます。
されてい
高く評価
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年末年始お休みのお知らせ
〈鵡川地区〉

〈穂別地区〉

役 場・産 業 会 館

12月31日〜１月５日

役 場・町 民 セ ン タ ー

12月31日〜１月５日

ひ か り 認 定 こど も 園

12月31日〜１月５日

さくら 認 定 こど も 園

12月31日〜１月５日

鵡川放課後子どもセンター

12月31日〜１月５日

穂別放課後子どもセンター

12月31日〜１月５日

屋 内 ゲートボ ー ル 場

12月31日〜１月５日

博

館

12月31日〜１月５日

鵡川スケートセンター

12月31日〜１月３日

穂別スポーツセンター

12月31日〜１月５日

学習交流センター「まなぶ館」 12月31日〜１月５日

穂 別 ス キ ー 場

１月７日オープン予定

生涯学習センター「報徳館」 12月31日〜１月５日

穂 別 ス ケ ー トリン ク

１月８日オープン予定

富内生きがいセンター

通常営業

樹 海 温 泉 は く あ

１月１日〜３月31日まで冬
期休業 ※12月31日は午前
11時から午後６時まで営業

穂

※１月１日〜２日
※12月31日は午後１時から
午後５時まで営業

医 療 機 関
鵡 川 厚 生 病 院

12月30日〜１月３日

物

別

の

湯

医 療 機 関
穂

別

診

療

所

12月29日〜１月３日

平取外2町衛生施設組合からのお知らせ
今年度の年末年始の取扱いについては以下のとおりです。
より令和3年1月5日
（火）まで休業とさせていただきます。
休 業 日 令和2年12月31日（木）
この期間は直接搬入及び収集は行いません。

直接搬入 年内は令和2年12月30日（水）の午前11時半までとなります。
令和3年1月6日（水）より再開しますのでご承知おきください。
※毎年直接搬入について多数のお問い合わせをいただきます。
直接搬入は事業者ごみや、片付けなどで短期間に大量に出るごみを受け入れる為に行っ
ています。年末年始の掃除などで出るごみについては通常収集に出しましょう。持ち込み
の場合は、大変混み合いますのでお時間に余裕を持っていらしてください。

収

までとなります。
集 年内の収集は令和2年12月30日（水）
収集開始日

１鵡川地区
臨時で1月6日（水）もえるごみの回収を行います。
（1月7日以降は通常どおり）
２穂別地区
1月7日（木）資源Ｂ（空き缶、白色トレイ・発泡スチロール、その他紙）より再開します。
※有明、仁和、栄、和泉、豊田、平丘、安住、富内、稲里については、その他プラも合わせて収集します。
※今一度お手元のごみ収集カレンダーをご確認願います。

排出時間や分別方法等にご注意の上、所定の場所に排出しましょう。
収集日以外のごみを出されると他の方のごみが入らなくなりますので、
マナーを守って排出してください。
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令和２年度 むかわ町文化祭

鵡川アイヌ文化協会

むかわ絵手紙サークル

恒例のくす玉割りで
開催を祝いました

ふさ

僕が作った作品だよ

個人編み物

小原流三人会

鵡川絵画同好会

つるし飾りの会輪

令和２年度むかわ町文化祭が鵡川・穂別の両地区で
開催されました。
コロナ禍で様々な活動が制限される中、
絵画、
書道、
俳句、
川柳、
陶芸、
手芸など皆さんの思いが込められた
たくさんの作品が出品されました。
今年は新型コロナウイルス感染症の影響で両地区
ともにステージ部門は中止。
展示部門は感染症防止対
策を十分に行いながら実施しました。
鵡川地区では四季の館で10月21日から展示が始ま
り11月３日まで22の個人や団体の見事な作品が揃い
ました。
穂別地区では穂別町民センターで10月23日か
ら３日間の開催。
初日の開会式ではさくら認定こども
園の年長児による恒例のくす玉割りが行われオープニ
ングに華を添えました。
会場には22の個人や団体762
点の作品が並び、
訪れた人々の目を楽しませました。

！
作品を披露い
た
め
込
を
心
が勢 揃 ！
わしい力作
芸術の秋に

鵡川書道連盟

穂別児童クラブ

カントリーサークル

池坊生花サークル

真光寺書道塾

浦島会

穂別中

原始林鵡川支部

むかわ町連合青年団

鵡川中央小学校

鵡川陶芸同好会

ふれあい大学手芸専科

宮戸小学校
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１０月１０日 成長いっぱいの学芸会
真剣に取り組む姿に感動
穂別小学校（佐々木秀人校長）の学芸会が開催されました。新
型コロナウイルス感染症の影響で練習時間が縮小されるなど
多くの制限がある中でも、児童たちは熱心に練習に取り組み、
今日の本番を迎えました。
テーマ「精一杯努力し、心に残る最高の学芸会にしよう！」の
とおり、各学年が音楽や劇など日頃の練習成果を堂々と発表
し、観る人を感動させました。

６年生：劇
「50年後の同窓会」
最後に８人それぞれ自分がなりたい叶えたい目標を発表

１０月１７日 天候に恵まれた町民登山
雄大な景色を堪能
清々しい秋晴れの中、町民登山が行われ、参加した18名が坊
主山（標高790.7メートル）の山頂を目指しました。
山頂までの道のりは、スタート直後の急勾配以外は緩やかな
傾斜が続き歩きやすく、途中には沢もあり、参加者はマイナス
イオンをたっぷり浴び、森林浴を楽しみながら歩みを進めてい
きました。
およそ1時間で山頂へ到着。参加者の目の前には大自然のパ
ノラマが広がり、穂別の山々をはじめとする雄大で美しい景色
を眺めました。景色を堪能した後は山頂に設置された「坊主山」
の看板を囲んで記念写真を撮りました。

見晴らしの良い山頂で記念撮影

１０月１３日〜１５日
将来の進路、
夢につなげる
穂別高校職場体験
穂別高等学校（小野武彦校長）の2年生10名が、町内の8事業
所で職場体験を実施しました。
穂別総合支所では2人が体験。町民グループでは会議資料の
作成や文書綴り作業等を、
一方、
企画管理グループではデータ入
力のほか、実際に老人クラブ活動に参加するなど様々な業務を
体験しました。
体験を終えた小塚空さんは「3日間の職場体験を通して社会
人になるための色々なことを学んだ。
挨拶やビジネスマナー、
仕
事の大変さ、
そして穂別ならではの地域の人とのふれあい。
今回
学んだことを今後に活かしていきたい」
と話してくれました。

さくら認定こども園で職場体験中の生徒

１１月３日 門別競馬場で「むかわ町長杯」開催
久々の観客から大きな拍手
北海道で初開催となったダート競馬の祭典JBCが門別競馬
場において行われ、同日の第2レースで「むかわ町長杯 清流・
恐竜・交流のまち特別レース」が開催されました。
12頭で争われたレースでは2歳牡馬リンノペルフェットが
勝利。
新型コロナウイルス感染症の影響により無観客開催が続い
てきましたが、この日は100名という制限を設けつつ今年初め
て観客が入場し、熱いレースに拍手が送られていました。
表彰式では竹中町長より花束贈呈等が行われました
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鵡川書道連盟
からのお知らせ

新春書初め大会について

毎年1月初旬に開催しておりました新春書き初め大会について、
大変残念ですが、新型コロナウイルス感染症防止のため、この度はお休みと
させていただきます。
なお、鵡川書道連盟では現在個人又は団体にて書道を学んでいる方に
当連盟への入会を募集しています。是非一緒に書道を楽しみませんか。

【連絡先】鵡川書道連盟会長

佐々木

俊一

☎４２−２６８１

ɚȥɩ႕Ⱥɢɤ
暖房器具の確認をしましょう
寒さが本格化するこれからの季節、
ストーブ等の暖房器具を使用する
機会が増えてきます。
ストーブを原因とする火災は12月から3月にかけて増加する傾向にあり、
胆振東部消防組合では火災防止ついて注意を呼びかけています。
電気ストーブ、
石油ストーブ、
ガスストーブ、
石油ファンヒーター、
オイルヒーターなど、
ストーブ
には様々な種類がありますが、
どの種類でも、
いったん出火すると被害が大きくなりやすいのがス
トーブ火災の怖さです。
暖房器具火災は，
少しの注意で防げるものがほとんどです。
必ず取扱説明書を読むとともに、
安全
に取り扱い、
火災から身を守りましょう。

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。

新型コロナウイルスに関する救急業務についてのお願い
新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るっており、
日
本では緊急事態宣言の発令により北海道も対象地域に指定されま
したが、
未だ終息の兆しが見えません。
これに伴いまして当消防組合では、
地域の皆様が救急要請する
場合に、
新型コロナウイルス感染症の可能性、
病院選定等の判断材
料とするために通報時や救急車が到着してから、
以下のことをお
聞きしています。
○発熱や咳などの風邪のような症状の有無 ○息苦しさやだるさの有無
の有無
○いま通院している病気のこと
○2週間以内の海外渡航歴 など。
場合によっては、
目には見えない新型コロナウイルスに対処するために救急患者・同乗される家
族等の方々にはマスクの着用をお願いすることがあり、
救急隊員はいつもとは違う感染防止の服
を着て出場することがあります。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
広報
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鵡川中学校職場体験
10月21日、
、22日に鵡川中学校の2年生が町内各所で職場体験を行いまし
22日に鵡川中学校の2年
22日に鵡川中学
鵡川中学校の2年生が町内各所
生が町内各所で職場体験
内各所で職場体験
た。職場体験は働くことの大変さや、
やりがいを学ぶために毎年度行われて
は働くことの大変さや、
は働くことの大変さや
さや や
りがい
りがいを学ぶために毎年
がいを学ぶために毎年
います。
むかわ町役場では、和泉伽奈さん、谷山叶実さん、友近観聡さんの3名が職
員研修を受講した後、防災倉庫の点検、むかわ学の取材、乳幼児健診を体験
しました。
「むかわ学取材のガイダンス動画作成では、様々な方に視聴していただく
ことを考慮し紹介文を考えることが大変でした」
「防災倉庫に行った際には、
いつ災害が起こってもいいように非常食や生活用品の点検をしていました。
それを知り点検を徹底することは
町民の命を守る重要な作業だと学
ぶことができました」
「 仕事をする
大変さ、やりがいを学ぶことができ
た職場体験でした」と感想を述べて
いました。
※この記事は和泉さん、
谷山さん、
友近さんが
作成したものです。

YouTubeで公開中の
「むかわ学」
の動画撮影にも挑戦しました!

令和3年

むかわ町成人式

平成12年4月2日から平成13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、
住民登録されていない方で事前に参加希望のお申し込みをされた方
に、
むかわ町教育委員会からご案内を郵送しております。
まだ、
ご案内が届いていない方や、
住民
登録されていない方で、
むかわ町成人式への参加をご希望される場合は、
むかわ町教育委員会ま
でご連絡ください。
【 日 時 】令和３年1月10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
【式典の概要】13：00
14：00

受付開始
開会
（式辞・祝辞、
記念品贈呈、
誓いの言葉、
新成人代表挨拶）
閉会、
恩師からのビデオレター、
集合写真撮影
15：00頃 終了予定
※時間は、
進行状況により変動する可能性がありますので、
あらかじめご承知おきください。

【お知らせ】① 会場では、新型コロナウイルス感染症予防の一環として、手指の消毒、マスクの着
用、ソーシャルディスタンスのご協力をお願いします。
②入場に際し、非接触型体温計による測定を行います。
③3密防止のため、新成人ご家族の方の入場を、1家族あたり2人までの予約制にいた
します。先月発送のご案内に同封した返信用ハガキに、必要事項を記入して頂きお
申し込みください。なお、応募者多数の場合は、抽選とさせて頂きますので、あらか
じめご承知おきください。
④穂別地区から送迎バスを運行（希望者のみ）予定です。
連絡先
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むかわ町教育委員会 生涯学習課社会教育グループ
教育振興室社会教育担当

TEL42-2487
TEL45-2113

【12月】
・・・２６日、２７日
【 １月】
・・・ ３日、１６日、１７日
【 ２月】
・・・１３日、１４日
【 ３月】
・・・１３日、１４日

②（株）進興工業 ☎42−3358

⑤（株）長嶺設備工業 ☎42−2115

【12月】
・・・ ５日、 ６日、３１日
【 １月】
・・・ ５日、３０日、３１日
【 ２月】
・・・２３日、２７日

【12月】
・・・３０日
【 １月】
・・・ ４日、２３日、２４日
【 ２月】
・・・２０日、２１日
【 ３月】
・・・２０日、２１日

③（株）米澤電気商会 ☎42−3371
【12月】
・・・１２日、１３日
【 １月】
・・・ １日、 ９日、１０日
【 ２月】
・・・ ６日、 ７日
【 ３月】
・・・ ６日、 ７日

穂別地区 ・・・

▼凍結・修理対応
①（株）矢野電器

☎45−2011

▼路上等で漏水を発見した場合

②今荘設備

☎45−3423

（有）Ｈ・Ｓ・Ｋ（エイチ・エス・ケー）
☎47−5476

本庁

建設水道課上下水道グループ

TEL：42-2417
TEL：45-2117

問い合わせ先▶ 支 所 地域経済課建設グループ

水道の凍結や破裂に注意してください！

【12月】
・・・１９日、２０日
【 １月】
・・・ ２日、１１日
【 ２月】
・・・１１日、２８日
【 ３月】
・・・２７日、２８日

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

④（同）佐々木設備 ☎090−2698−2198

①（有）鵡川水道設備工業 ☎42−3123

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︒

鵡川地区 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

▼対応期間 令和２年12月〜令和３年３月
▼指定業者・修理当番日

生活 仕事 家計 家族 の悩み相談のご案内
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。
ご相談は予めお電話で予約を入れてください。
出張相談会は今年度より予約制と
●開設日時／12月22日
（火）
・13時00分〜14時00分
させていただきます。
予約は2営業日前までにお願い致します。
●開催場所／むかわ町産業会館 1F 相談室
●問い合わせ・相談予約／生活就労サポートセンターいぶり 電話：0120-09-0783

公営住宅入居者募集中
申込はお早めに！

︻鵡川地区︼

−

102

号・２ＬＤＫ︶

広報

大原団地Ａ棟︵

204

１号・３ＬＤＫ︶

− − − − − −
125 26

駒場︵７

号・３ＬＤＫ︶

号・１ＤＫ︶

号・３ＬＤＫ︶

号・２ＬＤＫ︶

27 11

花園ハイツ︵
︵子育て支援住宅︶ 号・３ＬＤＫ︶

４号・３ＬＤＫ︶

38

穂別地区︼

緑ヶ丘︵２

緑ヶ丘︵

南︵３

柏 南︵１

柏

柏 南︵５

１号・３ＬＤＫ︶

− −
号・３ＬＤＫ︶

12 11

富内中央
︵１

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

15

号・３ＬＤＫ︶

月 日︵火︶

12

富内中央︵
︵みなし特公賃︶４

▼申込期限

▼申込み・問い合わせ

42

︻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
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むかわ町の除雪体制

︵鵡川地区１７０ ・穂別地区１

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
００ ︶

○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３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 ㎝ 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 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︒

建設水道課 技術グループ
地域経済課 建設グループ

■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 ☎︿４２﹀２４２７
総合支所 ☎︿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︒
●一般社団法人 むかわ町シルバー人材センター
人力除雪作業
料金 １時間 １︐２３９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：長澤︶
電話
︿４２﹀
７００７︵携帯０９０ ２-０７４ １-４１４︶
穂別地区 ︵担当：豊岡︶
電話
︿４５﹀
３１００︵携帯０９０ ７-６５０ ５-５２４︶
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3,503,500円

鵡川高等学校生徒寮備品購入

ジョイフルショップ有限会社オオエ

令和3年1月80日

鵡川地区 納入期限

大橋建設

穂別地区 令和2年11月5日 〜 令和3年1月29日

4,488,000円

穂別中学校トイレ改修工事

有限会社丸重清川

穂別地区 令和2年11月4日 〜 令和3年3月31日

凸版印刷株式会社
東日本事業本部北海道事業部

穂別地区 令和2年11月4日 〜 令和3年3月10日

3,817,000円

穂別博物館解説パネル多言語化業務

有限会社前田電気商会

鵡川地区 令和2年11月4日 〜 令和3年3月30日

株式会社スエヒロ

鵡川地区 令和2年10月30日 〜 令和3年3月31日

相互建設株式会社

鵡川地区 令和2年11月4日 〜 令和3年3月19日

26,950,000円

春日の沢小規模治山工事

株式会社米澤電気商会

46,970,000円

町有林立木売払事業（有明地区 42 林班）

令和 2 年 10 月 28 日入札

km

2,420,000円

川東増圧ポンプ室送水ポンプ更新工事

※契約金額には消費税が
含まれています。

km

5,940,000円

21,813,000円

鵡川地区 令和2年11月4日 〜 令和3年3月23日

田浦地区田浦6線排水路整備工事

同報系行政無線スプリアス方式対応工事

契約金額

工事等名

10

10

契約金額

工事等名

入札結果情報

km

むかわ町起業力耕上促進事業補助制度
令和２年度分募集締め切りについて
本制度は、
むかわ町の特色や地域資源を活用して新たな事業展開を行う事業者や新規起業す
る方に対して、
その事業に係る経費の一部を補助するものです。
皆さん、
ぜひご活用ください。
なお、
令和2年度分募集締め切りについては、
次の通りとなりますのでご確認下さい。
令和２年度分募集締め切りについて・申請される方は令和3年1月31日までに申し込み下さい。
※予算の関係上、
令和3年1月31日以降の申請分については、
翌年度申請分として受付させていただく可能性もございますので、
ご了承下さい。

〜むかわ町起業力耕上促進事業補助制度〜
対

象

者

町内に住所を有する個人等や町内に主たる事業所等を有する法人

対象事業

新規起業、新規事業への参入、商品開発、前記に係る販売促進、町外への販路拡大

対象経費

マーケティング調査、アドバイザー支援、申請書類作成等店舗等借入費、設備費、原材料費、
知的財産権等関連経費、旅費、広報費、外注費
※上記でも対象外となる経費があります。

補助金額

■新規起業及び恐竜ワールド構想に資する事業 ／ 1事業あたり最大200万円以内
■その他の事業 ／ 1事業あたり最大100万円以内

対象期間

2年間

問い合わせ先

鵡川地区：むかわ町役場 産業振興課商工観光グループ
☎0145-42-2416
穂別地区：むかわ町役場 穂別総合支所地域経済課産業グループ ☎0145-45-2115

（有料広告）

広報
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町税は納期限までに納めましょう !
12月25日は、
固定資産税
（第3期）、
国民健康保険税
（第7期）
、
介護保険料（第4期）、
後期高齢者医療保険料
（第4期）の納期限です。
納期限までに忘れずに納めてください。
納期限を過ぎて納付された場合、延滞金が発生する場合があり
り
ますので、注意してください。

問い合わせ
【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

町税の納付は便利な『口座振替』で!
○便利！… 納期ごとに金融機関などへお出かけいただく手間がなくなります。
なります。
○確実！… うっかり納め忘れることがなくなります。
○安心！… 納税のために現金を持ち歩く必要がなくなります。
問い合わせ
【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

固定資産税の届出を忘れずに !
固定資産税は、
税は 毎年1月1日現在むかわ町に
土地や家屋、
償却資産を所有している方に
課税されます。
■家屋の新築や解体した場合は・・・
家屋(住宅・車庫・倉庫など)を新築や増築、
解体されたときは、届け出が必要です。
届出がない場合、正しく課税されませんので注意してください。

■償却資産の申告をお願いします・・・
事業用の償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の状況を申告していただくこ
とになっています。
以前より償却資産をお持ちの方には、申告書を送付いたします。変更のない場合に
も必ず提出してください。
また、新たに事業を始められた方や、償却資産をお持ちの方で申告書が届かない場
合は、ご連絡ください。
問い合わせ
【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
11
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（代表理事組合長 宮田 広幸様）

むかわ町役場、愛誠会、苫小広域森
林組合へ新米90kgを寄贈していただ
きました。
ありがとうございました。

（組合長 長門 宏市様）

新米200kgを寄贈していただきまし
た。町内の学校給食での提供や鵡川高
校生徒寮で活用させていただきます。
ありがとうございました。

10月20日
堺北ロータリークラブ

11月5日
とまこまい広域農業協同組合
（代表理事組合長 宮田 広幸様）

園児たちに、
「牛乳を飲んでコロナに負けず健康で
元気に過ごしていただきたい」として、また、新型コ
ロナウイルスの影響で消費減少した牛乳の消費促進
のため、さくら認定こども園へ「牛乳贈答券」を寄贈
していただきました。ありがとうございました。

寄附

寄附

寄附

10月12日
北海道土地改良設計技術協会

10月14日
鵡川農業協同組合

寄贈

寄贈

寄贈

10月9日
とまこまい広域農業協同組合

善 意

10月22日
一般社団法人伝筆協会
つてふで

（会長理事 堀井 健次様）

御支援に対し感謝状を贈呈させていただきました。

11月2日
北海道郵便局長協会
（理事長 佐々木 靖様）

北海道胆振東部地震復興支援として寄附の
申出があり受納いたしました。温かいご厚志
に感謝するとともに趣意に沿うよう活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
寄附金：10,000円

寄附

寄附

北海道胆振東部地震復興支援として寄附の
申出があり受納いたしました。温かいご厚志
に感謝するとともに趣意に沿うよう活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
寄附金：1,500,000円

北海道胆振東部地震復興支援のため寄附の
申出があり受納いたしました。温かいご厚志
に感謝するとともに趣意に沿うよう活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
寄附金：236,194円

10月23日
そば屋いごころ

北海道胆振東部地震復興支援とし
て寄附の申出があり受納いたしまし
た。温かいご厚志に感謝するとともに
（代表取締役 苫米地 英則様） 趣意に沿うよう活用させていただき
ます。ありがとうございました。
寄附金：13,800円

善意・地域貢献活動
株式会社磯田組
（代表取締役 磯田 洋一様）
北海道胆振東部地震復興支援のため寄附の
申出があり受納いたしました。温かいご厚志
に感謝するとともに趣意に沿うよう活用させ
ていただきます。ありがとうございました。
寄附金：500,000円

9月8日、町道大原3号の歩道の土
砂・草の除去作業を行い、維持管理に
貢献していただきました。
ありがとうございました。
10月28日に感謝状を贈呈させていただきました。

広報
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札幌国税局より感謝状が贈呈されました

穂別高等学校が募金運動を行いました

10月13日、本町の確定申告業務において税務署
への電子データ引継ぎを積極的に実施し「行政サー
ビスの向上・効率化」に大きく貢献したことに対し
て、札幌国税局より感謝状が贈呈されました。

10月19日、生徒会役員6名が呼びかけ、赤い羽根
共同募金運動で集まった生徒会の3名が社会福祉協
議会穂別支部へ届けました。
募金額：6,633円

受章おめでとうございます
瑞宝双光章

野田

警察功労 元北海道警部

初さん（72歳）

警察官として長年にわたり著しく危険性の高い業務に尽力し社会に貢献したことを称え、
勲章を受章されました。

企業版ふるさと納税

〜ご支援ありがとうございます〜
10

日

日

29

29

小林 一夫 様

寄附金：1,500,000円

恐竜化石を活かしたまちづくりに向けて活用させて
いただきます。

移住定住の推進に向けて活用させていただきます。

苫小牧信用金庫

理事長

株式会社ウラノ

浦野 公義 様

寄附金：300,000円

企業版ふるさと
納税とは？

月

苫小牧市

月

大阪府大阪市
代表取締役

10

むかわ町が地方創生に向けて行う事業に町外企業が寄附した際に寄附金額の最大9割、
税が減免される制度です。詳しくは担当までお問合せください。

〈寄附（制度活用）に向けて〉問合わせ先：総務企画課政策推進グループ

電話番号：0145−42−2469

つてふで
つてふで

からの
伝筆協会 お知らせ

元氣の伝筆メッセージはがき プレゼント
つてふで

伝筆協会認定北海道講師達が書いたカラフルなポストカードを、ご希望の方10
名様にプレゼントいたします。地震にも、コロナにも、何にも負けないように、むか
わ町のみなさんを応援しています。
●応 募 方 法：郵便はがきに、郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入のうえ、次の宛先にお送りください。
●宛
先：〒054-0032 むかわ町福住１丁目43番地 （株）米澤電気商会内
「元氣の伝筆メッセージはがき プレゼント」係
●し め き り：令和2年12月18日（金）
●問い合わせ：電話番号（01457）2-2417 伝筆協会 チーム北海道
つてふで

つてふで

※お送りいただいたハガキや個人情報は、
発送業務終了後、
速やかに破棄します。
※応募者多数の場合は、
抽選となる場合があります。
当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

13
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子どものむし歯を予防しましょう
乳幼児期のむし歯は進行が早く、
永久歯や歯並び、
発音にも影響を与える可能性が
あります。
規則正しい習慣と正しいケアで、
歯の健康を守っていくことが大切です。

1 おやつの時間・回数を決めましょう。
令和元年度の東胆振のアンケート調査では、おやつの回数
1.2

1.2

を決めていない、また、お茶や水以外の飲み物を習慣的に飲む
1

1

むし歯は、歯の表面のプラーク（歯垢）にいるむし歯菌が、飲

0.8

0.8

食物の中の糖を材料に酸を出し、歯を溶かしてしまうことで起

0.6

0.6

3歳児の方が平均のむし歯本数が多い傾向がみられました。

こります。食事やおやつの時間を決めることで、糖の元となる

1.1

1.09

0.64
0.47
0.4

0.4

0.2

0.2

食べ物が口の中に長時間残らないようにしましょう。また、
ジュースには砂糖が多く含まれていますので、飲み物はお茶や

おやつの回数と
1人平均むし歯本数（本）

その他の
飲料

0

お茶・水

決めていない

食べ過ぎに注意！

0

決めている

水を選ぶことをおすすめします。

よく飲む飲み物と
1人平均むし歯本数（本）

2 食事の後と寝る前に歯を磨く習慣をつけましょう。
歯が生えたら歯磨きを始めましょう。食後は
口の中に残った食べかすを取り除くために歯磨
きが必要です。特に就寝中は唾液の量が少なく
なり、むし歯菌の活動が活発になるので、寝る前

★みがき残しが多い場所★
①上の前歯と前歯の間
②奥歯のかみ合わせ
③歯と歯肉の境目

の歯磨きは、日中よりも少し時間をかけて磨きま
しょう。また、小学校中学年までは仕上げ磨きを

丁寧なブラッシングを
心がけましょう！

してあげましょう。

3 周りの大人の心がけが大切です。
むし歯の予防には周囲の理解と協力が欠かせ
ません。親御さん以外の方も、
「あげてもいいか」
の確認と食後のケアに協力しましょう。おやつの
後に時間がない時は、口をゆすいだり、水やお茶

家族みんなで
お子さんの歯を守って
いきましょう！

を飲むだけでも予防の効果があります。
【相談先】 鵡川地区：保健介護グループ：４２−２４１５ 穂別地区：健康グループ：４５−３３２６
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12 月
事

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。

業

名

対

象

者

予防接種

ロタウイルスワクチン接種

※令和２年８月１日以降に生まれた
生後6週〜24週未満の児

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

子宮頸がん予防ワクチン

中学１年生〜高校１年生相当の女性

鵡川地区
時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

毎週 水曜日

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

毎週 月曜日

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

毎週 木曜日

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

毎週 月・木曜日 13：15〜14：15

時

毎週 火曜日

場

鵡川厚生病院
※小学生以上は月〜金（8:30〜11:00) 場
（13:15〜15:00）の接種でも可

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）

インフルエンザ予防接種

ジフテリア・破傷風二種混合

穂別地区

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①今年度内に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。

時間

内科診療時間内

場所

鵡川厚生病院

穂別診療所

時

毎週 火曜日

場

穂別診療所

時

受付）
14：30〜
15：00
受付）
14：30〜
15：00
受付）
15：00〜
16：00
受付）
15：00〜
16：00

（月）（火）13：00
（水）
9：00
（木）（金） 9：00
13：00

〜
〜
〜
〜

16：00
11：00
11：00
16：00

穂別診療所

場

【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生後6か月
歳〜15歳までの方（13歳未満は２回接種）
※町外で接種した料金は償還払いの申請ができ
ますので、
お問い合わせください。

受付）
14：00〜
14：30

鵡川厚生病院・穂別診療所ともワクチン在庫が無くなり終了しました。
助成対象①②の方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です。
時

月〜金曜日（祝祭日を除く）
8：30〜11：00 13：15〜15：00

小学6年生の児童（※個別通知します）

検診・健診

場

鵡川厚生病院※希望日の1週間前までに予約

時

内科診療時間内（要予約）

時

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

時

火曜日以外の診療時間内

場

穂別診療所

時

次回は1/13（水）を
予定しています

骨粗しょう症検診

19歳以上の方（町に申込みが必要です）

エキノコックス症検診

小学校3年生以上で過去5年間エキノコックス
症検診を受けていない方

乳幼児健診
（7か月児はＢＣＧ接種）

4か月児・7か月児・12か月児・1歳6か月
児・3歳児（※個別通知します）

時

幼児フッ素塗布

希望者

場

５歳児健診

５歳児（※個別通知します）

17日（木）
フッ素塗布

時間は通知します
9：30〜15：30

四季の館

火曜日以外の診療時間内

場

次回は2/17（水）を予定しています
時

8日（火）〜11日（金） 個別通知します

時

場

8日：川東第二 9日以降：四季の館

場 1〜2日：健康センター 3日：仁和会館 4日：銀河会館

1日（火）〜4日（金） 個別通知します

特定健診 個別健診
2月末までに受診しましょう

40歳以上のむかわ町国民健康保険に加入し
ている方で、今年度特定健診を受診していな
い方（受診券をお持ちの方で受診券を利用し
て健診を受診していない方）
自己負担額：無料
事前予約が必要です。

子宮がん・乳がん検診
※希望者は事前連絡

子宮頸がん：20歳以上の女性で年度内に偶数年齢の方 今年度の集団検診は終了しました。受診希望の方は、個別検診又はバスツアー検診をお申込みください
乳がん：40歳以上の女性で年度内に偶数年齢の方
申し込み先：（鵡川地区：42-2415）（穂別地区45-3326）

ふたばキッズ

２歳児（※個別通知します）

特定健診 集団健診

希望の方は保健介護グループへ申込（42-2415）

希望の方は健康グループへ申込（45-3326）

時

診療時間内

時

診療時間内

場

鵡川厚生病院

場

穂別診療所

予約は厚生病院（42-2033）

予約は穂別診療所（45-2121）

子育て支援

次回は1/15（金）を予定しています

今年度は終了しました

すくすく広場

就学前の親子（未就園児）

時間 毎週

月〜金 9：30〜11：30, 13：00〜16：00

あそぼうね（一般開放）

就学前の親子

時間 毎週

金曜日

おひさま広場

0歳〜4歳未満の乳幼児をもつ親子

ふれあい支援

・ピンしゃん会
・笑顔友の会
・笑顔友の会ＯＢ会

こころの病の回復者等

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

23日（水）

場所 ひかり認定こども園

場所 発達支援センター鵡川たんぽぽ

時間 毎週 月〜金曜日 9：30〜12：00 13：30〜16：00
時

・ポパイサークル

10：00〜11：30

場所 発達支援センター穂別きらり

10：00〜15：00

場

介護予防センター

時

２・９・16・23日 10：00〜12：00

場 【ピンしゃん会】介護予防センター

時

３・10・17・24日 10：00〜12：00

場 【笑顔友の会】穂別ふれあい健康センター
時

９・16・23日

10：00〜12：00

場 【笑顔友の会ＯＢ会】穂別ふれあい健康センター

いろは塾
（認知症予防教室）

65歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

時 ４・11・18・25日 10：00〜12：00

いきいき料理教室

60歳以上の希望者
（希望者は要問い合わせ）

時

次回は1/26を予定しています

場

穂別ふれあい健康センター

15
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場

介護予防センター

時

１・８・15・22日 13：30〜15：30

場

穂別ふれあい健康センター

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
※水曜日午後からの受付は、午後3:30〜6:30（夜間診療含む）
月
火
水
木
診療科
金

診療科 / 担当医師

午前
内
科
総合診療科

月

火

水

木

金

會川

會川

中村

會川

越智

総合外来

中村

越智

越智

中村

會川

（内科・外科・
小児科）

予約
午後
越智

予約
中村

予約
會川

予約
越智

予約
中村

整形外科

リハビリテーション科 午後
小児科

午後 1：15 〜４：00

午前
午後

王子整形
北大
小児科

清田
整形
（予約制）

総合外来
（内科・外科・
小児科）

北大
小児科

午前

夏目 夏目 夏目 夏目 夏目
古川 古川 古川 古川 古川

交替制 交替制 交替制
午後 交替制 交替制 （受付は午後
3:30〜）

夜間診療

夜間診療（ 内科 ）會川先生 毎週火曜日17:00〜18:30

交替制

水曜日（午後5時〜）
（総合外来）

(受付は午後
6:30まで）

※「今週の予定」として、各日曜日に情報端末（ＴＶ電話）でお知ら
せします。担当医師は、そちらでご確認ください。
※整形外科外来の再開について。
・新型コロナウイルス感染症の流行防止のため休診していた整形
外科外来は、電話予約のみで再開します。平日の日中に電話で連
絡願います。
・予約定員に達しましたら、翌週の診療日となります。
・直近 2 週間までの予約とさせていただきます。
・予約時間帯を受付時に区切らせていただきますので、受付した時
間帯でお越しください。
・情勢により診療日が変更及び取消しになる可能性がありますの
であらかじめご了承願います。

※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。
※休診のお知らせ
12/29
（火）
の夜間診療は越智院長が担当します。
年末年始
（12/30 〜 1/3）
は休診となります。

※発熱している方は事前にご連絡ください
苫小牧保健所の相談等案内

☎ 0144〔34 4168

※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21日（月）、
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14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1日（火）

骨髄バンク登録（要事前予約）

12月1日（火）、15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15日（火）

HIV検査（エイズ相談）（要事前予約）
専用電話 0144-35-7474

12月1日（火）、15日（火）

事業名

日時

場所

いきいきふれあいサロン（鵡川地区）

19日

鵡川断酒会例会

１.15日

生命の貯蓄体操

１.３.８.15.22.24.29日

介護予防センター

11：00〜

若草町民会館
10：00〜

介護予防センター
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介護サービスを利用したいと思ったら
〜むかわ町の施設サービス〜
介護認定を受けると利用できるサービスは、おもに「在宅サービス」
と「施設サービス」に分けられます。今回は、
「施設サービス」に注目し、
むかわ町（穂別地区）の高齢者向け施設についてご紹介していきます。

要介護３〜５
要介護３〜５※1
※1 の方が利用できる施設
の方が利用できる施設
特別養護老人ホーム

愛誠園

自宅で生活することが困難になった要介護の方が利用でき、身体介護や生活支援を受けられます。短期間
だけ入所し、介護を受けることができるショートステイ※２ も利用可能です。
愛誠園は100名まで入所ができる規模の大きな施設です。利用者の方の声をお聞きする「生活懇談会」を毎
月開催しており、寄せられた要望を、実現可能なものから順次実践をしています。
隣接する「むかわ町国民健康保険穂別診療所」と連携しており、週2回の定期診療のほか、
か、
か
、
緊急時には往診も可能な環境となっています。
※1 特例入所が認められた場合、要介護１・２の方も利用できます。
※2 ショートステイは、要支援・要介護認定を受けた方が対象となります。

要支援２〜要介護の方が利用できる施設
要支援２〜要介護の方が利用できる施設
高齢者グループホーム

みのり

認知症の方が少人数（定員9名）で共同生活をしながら、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など
の日常生活の支援を受けられます。穂別小学校の近くにあり、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで生
活することができます。
むかわ町に住所のある方が利用できます。
※入所には、要介護認定の他に『認知症』の診断が必要です。

その他の施設（介護度の制限がない施設）
その他の施設（介護度の制限がない施設）
ケアハウス

こすもす

身体機能の衰えがあっても自立した生活を送ることができる方が利用できます。
1人部屋が16室、2人部屋が2室あり、ご自宅と同様に外出や外泊に制限はありません。
食事の提供や入浴の準備などをおこない、自立生活をサポートしてくれます。
生きがいのある毎日を送っていただくため、クラブ活動や講習会、お茶会なども開催しています。
デイサービスこすもすが併設されています。

● 介護認定申請・相談窓口
むかわ町地域包括支援センター

17
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本庁（鵡川）健康福祉課保健介護グループ
支所（穂別）地域振興課健康グループ

☎ ４２−２４１５
☎ ４５−２０６５

の申請についてのお知らせ
「むかわスマイルプレゼント事業」
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学校の臨時休校やこども園の登園自粛の
長期化等による子育てに係る不安を解消し家族みんなが「笑顔」になれるよう「金券」
と「図書カード」を贈呈する事業です。
対象の方へは令和2年8月5日に発送済みですが、単身赴任や子どもの進学等の理由により、町外に住所
のある子どもを扶養されている方で、まだ受け取っていない方は、下記までご相談ください。申請により
支給対象となる場合があります。

問合せ

鵡川地区 むかわ町役場 健康福祉課子育て福祉グループ 電話 0145-42-2415
穂別地区 むかわ町役場 地域振興課町民グループ
電話 0145-45-2114

アイヌ文様刺繍講座のご案内
アイヌ文様刺繍講座（生活館活動推進事業）を開催します。制作する作品は、アイヌ文様
刺繍入り「タペストリー」です。たくさんのご参加をお待ちしています。
●日
●場

時
所

令和3年2月13日・14日・20日・21日・23日
汐見生活館
●参加料 無料 ●定 員
ム・ペツ館（芦谷・山崎）

20名
☎［42］5959

申し込み・問い合わせ 穂別総合支所地域振興課長民グループ（原） ☎［45］2114
●その他

ム・ペツ館から汐見生活館までの送迎があります。
ご希望の方はお申し込みの際にお申し出ください。

自衛官等募集案内
募集
種目

応

募

資

格

受

付

期

間

試

験

日

程

等

一般曹候補生

18歳以上33歳未満の男女
（ただし、
32歳の方は、
苫小牧
出張所にご連絡ください｡)

第3回試験
第1次試験
令和2年11月4日(水）
試験日
から
令和3年1月16日(土）
令和3年1月8日(金）
○筆記試験
（締切日必着）
国語、数学、英語、作文及び適性検査

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の男女
（ただし、
32歳の方は、
苫小牧
出張所にご連絡ください｡)

第5回試験
第5回試験
令和2年10月5日(月）
令和2年12月18日(金)・19日(土）のいずれか1日
から
○筆記試験
令和2年12月11日(金）
国語、数学、地理歴史及び公民、作文、適性検査
（締切日必着）
○口述試験 ○身体検査

高等工科学校生徒︵一般︶

令和3年4月1日現在
15歳以上17歳未満の者
(平成16年4月2日から平成
18年4月1日までの間に生ま
れた者)

令和2年11月1日(日)
から
令和3年 1月6日(水)
(締切日必着)

第1次試験
試験日
令和3年1月23日(土)または1月24日（日）
（24日
については札幌会場のみ）
○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
令和3年2月7日(日)

各試験会場については、
3密を避ける対策をいたします。
また、
今後の状況により
試験日等も急に変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※その他各種応募資格､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

コロナ感染拡大防止について
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むかわ町青少年健全育成委員会では、町内の小・中・高校生を対象とした「むかわ町読
書感想文コンクール」を実施し、学校での第一次審査を通過した65作品を対象に、第二
次選考を行いました。申込区分ごとの入選結果は次のとおりです。新型コロナウイルス
感染拡大防止の点から、全体の表彰式は行わず、賞状等は、各学校から伝達していただく
予定です。また、作品集については、年が明けたら、四季の館まなびランド図書室、穂別図
書館に配置していきますので、是非ご覧ください。
なお、指導時間の関係から、小学校1年生は今年度は対象としていません。
■小学生2年生の部

■中学生1年生の部

○最優秀賞：鵡川中央小学校

小林

和真さん

○最優秀賞：鵡川中学校

田畑

妃毬さん

○優 秀 賞：穂別小学校

内海

穂香さん

○優 秀 賞：鵡川中学校

石﨑

海音さん

○佳

太田

塁斗さん

○佳

作：鵡川中学校

三上

心寧さん

○佳

作：穂別中学校

国安くるみさん

作：鵡川中央小学校

■小学生3年生の部

■中学生2年生の部

○最優秀賞：穂別小学校

伏木

一穂さん

○最優秀賞：鵡川中学校

村椿

日菜さん

○優 秀 賞：鵡川中央小学校

三上

永太さん

○優 秀 賞：鵡川中学校

舛田

志惟さん

○佳

大塚

十真さん

○佳

作：鵡川中学校

和泉

伽奈さん

○佳

作：穂別中学校

小林

姫奈さん

作：穂別小学校

■小学生4年生の部

■中学生3年生の部

○最優秀賞：鵡川中央小学校

大崎

奏さん

○最優秀賞：鵡川中学校

大浦

唯奈さん

○優 秀 賞：鵡川中央小学校

原

愛結さん

○優 秀 賞：鵡川中学校

大塚

悠来さん

○佳

作：鵡川中央小学校

野木

星輝さん

○佳

作：鵡川中学校

北村

彩心さん

○佳

作：穂別小学校

佐藤

美冬さん

○佳

作：穂別中学校

菅原

貫太さん

■小学生5年生の部

■高校生の部

○最優秀賞：鵡川中央小学校

長谷川千夏さん

○最優秀賞：鵡川高校

友井

勇晴さん

○優 秀 賞：穂別小学校

今荘

翠紅さん

○優 秀 賞：鵡川高校

佐藤

翼さん

○佳

内海

遥貴さん

○佳

作：鵡川高校

野口

絢加さん

○佳

作：穂別高校

清川

紗希さん

作：穂別小学校

■小学生6年生の部
○最優秀賞：穂別小学校

菅原

○優 秀 賞：穂別小学校

太田小百合さん

○佳

磯部

作：宮戸小学校

担当
19

2020

史織さん
田さん

生涯学習課 社会教育グループ
☎42-2487
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◇講師・・三浦 玲さん
◇日時・・１月９日︵土︶
午後１時〜４時
◇対象・定員・・小学生〜一般・ 名
◇持ち物・・なし
︵あれば毛糸︶
◇参加料・・無料
◇申込締切・・ 月 日︵水︶
︽新型コロナウイルス対策について︾
来館の際は︑中庭入口をご利用下さ
い︒また︑マスク着 用・手 指の消 毒にご
協力ください︒
︽胆振東部地震に関する資料を集めて

する資料・体験談を集めています︒
提供いただける方は︑
ご連絡下さい︒
皆様のご協力をお願いいたします︒
︽年末年始の休館日︾
◇ 月 日︵木︶〜１月５日︵火︶
︽ 月休館日︾

◇生 田 地 区 …日︵金︶ 時 分〜
移 動 図 書 館のご 希 望 がありました
15

30

︽問い合わせ︾ むかわ町立穂別図書館

ます︒詳細はお問い合わせください︒

館や︑国立国会図書館の本も利用でき

穂別図書館を通じて︑北海道立図書

蔵書がインターネットで検索できます︒

穂別図書館とまなびランド図書室の

︽蔵書検索︾

ら︑
ご相談ください︒

18
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︽ 白 樺 樹 皮 クラフト体 験・クリスマス
オーナメントブーツ作り︾
◇日時・・ 月 日︵土︶
午前 時〜 時
◇対象・定員・・小学生︵低学年保護者
同伴︶〜一般・８名
◇参加料・・無料
います︾

︽冬休み子ども読書ウィーク︾

日

ポイ

期 間 中 ︑図 書 館 で 本 を 借 り る と ︑
むかわきっずポイントラリー
日︵ 火 ︶〜 １ 月

ントひとつプレゼント！
◇ 期 間・・ 月
︵月︶
︽冬休み
﹁本の福袋﹂︾

・ 日︵月︶
・
７日︵月︶
・ 日︵月︶
日︵月︶
・ 日︵木︶
︽移動図書館︾
◇ケ ア ハウ ス …日︵木︶ 時 分〜
13 13 15 12

冬休み期間中︑﹁本の福袋﹂
を数量限
定でご用意します︒
中身は秘密！お楽しみに！
︽織物体験︾

穂別図書館では︑胆振東部地震に関

◇申込締切・・ 月９日︵水︶

◇持ち物・・なし
︵汚れてもよい服装︶

30

21

45

林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方
のために国が作った退職金制度です。
この制度は事業主の方々が従事者の働いた日
数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼
り、その従事者が林業界をやめたときに林退共
から退職金を支払うという、いわば林業界全体
の退職金制度です。

12

18 11 17 17

11

テー ブル 織 機 や 段 ボ ー ル 織 機 を

31 14

12

22

使って織 物 体 験してみませんか︒冬 休

独立行政法人勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部

〒170-8055 東京都豊島区池袋1-24-1 ニッセイ池袋ビル
電話 03-6731-2889 FAX 03-6731-2890

お問い
合わせ先

31

◇稲 里 地 区 …日︵木︶ 時 分〜
◇富内郵便局 …日︵金︶ 時 分〜
◇ 和泉・仁和地区 …日︵金︶ 時 分〜

(林退共)について

12 12

10

30 30 30 30

12

12

28

12

み工作にもおすすめ！

林業退職金共済制度

12

10

●掛金は、
税法上について、法人では損金、個人企業では必

●掛金の一部を国が免除します。
● 雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計

要経費となります。

算されます。

・共済証紙は労働日数に応じて適正に貼付して下さい。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退するときは、
忘れずに退職金を請求するよう指導して下さい。
詳しいことは、
最寄りの支部または本部へお問い合わせ下さい。

事業主の皆様へ

●ホームページでもご案内しております。http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/

（有料広告）

現 在 ︑シ シャ モ の 学 名

学 会︵ 現 在の 公 益 社 団 法 人 日

二︵一九一三 ︶年三 月 ︑東 京 動 物

今から︑約一〇八年前の大正

シュハムと 呼んでいる ︑通 称シ

より︑鵡川のアイヌ民 族 がシュ

日に鵡川の沿岸を訪れ︑
かねて

た疋田氏は︑大正元年十一月三

掲 載された ︑シシャモのオ

氏 が 自 ら 作 図 して論 文 に

図は︑学名発表時に疋田

︶となって
(HIKITA,1913
います︒

ဦੰݛȺɢɤ

からシシャモ
は︑ Osmerus
を分類して︑
Spirinchus
属

本動物学会︶が主催する﹃動物
シャモという 魚 が︑
一見 すると

スと メスの 図 です︒当 時 ︑

シシャモの学名

学 雑 誌 ﹄誌 上において︑疋 田 豊

ワカサギやチカに似ているけれ

鵡川では毎年石油箱で一千

Spirinchus lanceolatus

治 氏︵一八八二 〜一九 七 四 ︶が

ど︑
よくよく魚の形を観察して

箱あまりの漁獲があり︑そ

ひきた とよ

シシャモの 学 名 を 発 表 し まし

みると ︑全 長や鱗の細かさ ︑顎

の 年 は 三 日 間 で二 万 箱 を

疋 田 氏 は ︑山 形 県の 西 田 川

じ

た︒

や歯の形などに︑異なる特徴が

超 えていた こ と が 紹 介 さ

学教員として採用された後︑明

シシャモ が 新 種 であ る こと を

そこで︑論 文にとりまとめ︑

国大学へ移り︑昭和二八年に北

進します︒その後は︑北 海 道 帝

とカペリンの違いを述べた論文

して︑後 年に発 表したシシャモ

︵オスメルス ラン
lanceolatus
セオラトゥス︶
と命名します︒
そ

れています︒

あることに気がつきました︒

治四二年四 月には東 北 帝 国 大

学会発表し︑ Osmerus

大を退官するまでの間︑主に北

では︑学名の末尾に発見者であ

︻写真︼論文に掲載されたシシャモの図

【問い合わせ先】
生涯学習課社会教育グループ
田代学芸員

郡 日 枝 村 に 生 ま れ ︑大 分 で 中

学農科大学水産学科に講師と

日 本のカレイ 類の 大 家 として

る自分の名前ヒキタをつけて︑

して着 任 ︑十一月に助 教 授へ昇

活躍しました︒

Osmerus lanceolatus
と表記しました︒
HIKITA
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大 正二 年にシシャモの 論 文
を発表した当時︑
三〇歳であっ

【写真】シシャモ学名が発表された
動物学雑誌第25巻の表紙
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