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◆ 日高町社会福祉協議◆ 日高町社会福祉協議会会へへ　

金一封（富川東）◆菅原良一 様

金一封（富川東）◆田村義仁 様

金一封（富浜）◆旭岡彰文 様

金一封（山手町）◆杉山晶子 様

金一封◆厚賀中学校生徒会 様

金一封（富浜）◆梶川ツルヱ 様

金一封（富川北）◆川上浩人 様

金一封（豊郷）◆谷口秋雄 様

金一封（富川南）◆木田悠美子 様

金一封（豊郷）◆長谷川ふみ 様

金一封（清畠）◆堂下和弘 様

金一封（富川北）◆上居茂男 様

金一封（豊郷）◆佐藤ケイ子 様

金一封（厚賀町）◆樫木千恵子 様

金一封（恵庭市）◆本多正憲 様

◆ 介護老人保健施設門別愛生苑へ

◇新舞踊翠の会 様　　　　　　　   民謡慰問

・毎週水曜日はサークル開放日です。

・金曜日の年齢別カリキュラムは専有です。各年齢、発達段階に合った

　遊びをします。

　　「小さいありさん：寝てる子」　「大きいありさん：ハイハイ」

　　「ひよこさん：よちよち歩き」　「うさぎさん：走れる子」

　　「きりんさん：誕生日がＨ２４年３月以前の子」です。

　どこに参加したらよいのか分からない場合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、９日(火)、１６日(火)が身体測定の日です。

◎１２月の子育て講座は、「絵本セラピー」です。講師は、野澤みゆきさん

　です。絵本の持つ不思議な力に癒やされましょう。

　開場 ９：３０～　　開始 １０：００～

　申し込みは１２月１日(月)～１２月１３日(土)までです。

　託児 先着２０名（お母さんだけの参加は何名でも受け付けます）

◎１５日(月)は、わくわく館のクリスマス会です。歌やフォークダンスで

　一緒に楽しみましょう。開場 １０：００～　開始 １０：３０～

　申し込みは必要ありません。たくさんの参加お待ちしています。

※１１：００・１５：００に、わらべ歌や体操、読み聞かせなどを行っています。

　お気軽にご参加ください。

※毎月第３金曜日、厚賀地区であそびの会を行っています。わらべ歌や

　体操、読み聞かせなどを行っていますので是非ご参加ください。

　　日時：１０時から１２時まで

　　場所：厚賀コミュニティーセンター

　　対象：就学前の子と親

※わくわく通信、行事予定表は日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「くらしの情報・子育て」→「子育て　

　　支援センターわくわく館」

　　〔利用時間〕相談：９：００～１７：００

　　　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

わくわくわくわく館館 １２１２月月 の予の予定定

◆ 日高町へ　 

◇日高町老人クラブ連合会女性部会 様

　学校環境美化のため、雑巾多数を寄贈いただきま
した。

◇ＪＡ門別町女性部 様

　社会福祉基金寄付金として、金一封を寄附いただ
きました。

◇株式会社 遠藤組 様（苫小牧市）

　地域貢献活動の一環として、厚賀すずらん保育所
の施設整備工事を行っていただきました。

◇門別ライオンズクラブ 様

　門別図書館郷土資料館へ朗読ＣＤ多数を寄贈い
ただきました。

ご寄附ありがとうございましご寄附ありがとうございましたた

皆様の善意、ご厚意に添えますよう、
有効に活用させていただきます。　　
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札幌弁護士会 

ひだか弁護士相談センター
無料法律相談

【門別地区相談所での開催】※毎月第４火曜日開催予定 
　　 　　１２月の相談日・・２４日（水）
□事前予約制　 ℡０１４６－４２－８３７３
□予約受付　　平日の午前１０時～午後４時
□相談時間　　午後１時３０分～午後４時００分
□相談場所　　門別公民館１階ミーティングルーム
　　　　　　　日高町門別本町２１０番地の１

【新ひだか町での開催】 

　１２月の相談日・　１日（月）・　３日（水）

　　　　　　　・　８日（月）・１０日（水）

　　　　　　　・１５日（月）・１７日（水）

　　　　　　　・２２日（月）・２４日（水）

□事前予約制　 ℡０１４６－４２－８３７３

□予約受付　　平日の午前１０時～午後４時

□相談時間　　午後１時３０分～午後４時３０分

□相談場所　　新ひだか町静内吉野町２丁目１番４号

１２
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☆赤ちゃん健診
　１１日（木）　　　　　　　　サンポッケ
＊対象は、全乳児
　２４日（水）　　　　　　　　門別公民館
＊対象は、４・７・１０・１２か月の赤ちゃん

☆赤ちゃん健診
　１１日（木）　　　　　　　　サンポッケ
＊対象は、１歳６カ月～２歳児、３歳～３歳６カ月

☆子育てひろば（育児相談）
　  ９日（火）　　　　　　　　子育て支援センターわくわく館
　１９日（金）　　　　　　　　厚賀コミュニティーセンター

☆予防接種
〈四種混合〉
　  ４日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
　  ８日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　１２日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

〈三種混合〉
　２５日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院

〈麻しん・風しん混合〉
　１５日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　２５日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
　２６日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

〈不活化ポリオ〉
　  １日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　  ５日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

〈BCG〉
　２４日（水）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　２５日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈水痘〉
　  ４日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
 ＊要予約  日高国保診療所 【℡ ６－２１５５】へお申し込みください

　１６日（火）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
 ＊要予約  保健福祉課 【℡ ２－６１８３】へお申し込みください

　１８日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院

●門別地区
〈小児肺炎球菌〉〈ヒブ〉〈子宮頸がん予防〉
 ＊門別国保病院　要予約 【℡ ２－５３１１】
 ＊鎌田病院 　要予約 【℡ ２－０３４０】
 ＊医療法人社団沙流都外来　要予約 【℡ ２－２７５５】
〈高齢者肺炎球菌〉
　対象の方へは、個別にお知らせしています。

●日高地区
〈小児肺炎球菌〉
　１８日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
〈ヒブ〉
　１１日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
〈子宮頸がん予防〉
　希望の方は、地域住民課 【℡ ６－３１７３】に申し込み
　ください
〈高齢者肺炎球菌〉
　対象の方へは、個別にお知らせしています。

▽特定健診・がん検診
　  ３日（水）　 ６：３０～　 　　 富川公会堂
　  ４日（木）　 ６：３０～　 　　 富川公会堂
　  ５日（金）　 ６：３０～　 　　 厚賀会館
　  ６日（土）　 ６：３０～　 　　 門別公民館
　  ７日（日）　 ６：３０～　 　　 門別公民館

１０月届出分

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせです

１２月の

平成２６年１０月末現在（住民基本台帳人口）

人 の う ご き

１２，８３４人人口◆

 前年比　△３００人・前月比　△１人

　６，３７３人男性・

 前年比　△１５５人・前月比　　０人

　６，４６１人女性・

 前年比　△１４５人・前月比　△１人

　６，３８６世帯世帯◆

 前年比　△９５世帯・前月比　△４世帯

　１２４人外国人◆

 前年比　＋３人・前月比　△５人

１２


