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「日高町福祉灯油」のお知らせ

　町では、在宅で生活する低所得の高齢者世帯、ひとり親世帯、障害者世帯に対し、冬期間の暖

房用灯油購入費用の一部を助成します。

　対象世帯は、次のとおりとなっていますので、該当される方は申請をお願いします。

１ 対象世帯　平成２６年１２月１日現在、日高町に住所を有し、在宅で生活している者であって、

　　　　　　 次のいずれかに該当する平成２６年度町民税非課税世帯となります。

 　　　　　　ただし、生活保護世帯や施設入所者等は対象外となります。

　（１）高齢者世帯　　世帯全員が６５歳以上の世帯又は６５歳以上の世帯で平成８年４月２日

　　　　　　　　　　以降に生まれた者を扶養している世帯

　（２）ひとり親世帯   父又は母と平成８年４月２日以降に生まれた者がいる世帯

　（３）障害者世帯　　重度の障害者（身体障害者手帳１・２級、療育手帳のＡ判定、精神障害者

　　　　　　　　　　保健福祉手帳の１級）が同居している世帯

２ 助成内容　１世帯当たり１００リットルを限度に助成します。

３ 申請期間　平成２６年１２月１６日(火)から平成２７年３月１６日(月)まで

４ 申請場所　役場保健福祉課、日高総合支所地域住民課、

　　　　　　 水・くらしサービスセンター、厚賀出張所

　　　　　　　　※印鑑・身体障害者手帳等を持参してください。

　　　【問い合わせ先】　日高町役場 保健福祉課　　電話 ０１４５６－２－６１８３
　　　　　　　　　　　日高総合支所 地域住民課　電話 ０１４５７－６－３１７３

【自衛官募集案内】
採用試験及び合格発表受付期限資　格募集コース

  平成２７年２月２１日（土）
  合格発表は試験日にお知らせします

平成２７年２月２０日（金）１８歳～２６歳まで自衛官候補生

  ４月１０日～１４日の間  いずれか１日
  第１次合格発表  平成２７年５月１５日（金）

平成２７年３月２４日（火）
一般公募：１８歳～３３歳
技能公募：１８歳～５４歳

予備自衛官補

  第１次試験　平成２７年５月１６日（土）
  　　　　　　（飛行要員は、１７日に筆記適性検査）
  第１次合格発表  平成２７年６月５日（金）

平成２７年５月１日（金）
２５歳まで（大卒見込み含む）
大学院卒は２７歳まで

一般幹部候補生

　　〒０５９－２５９８　新ひだか町静内浦和１２５　静内駐屯地内
　　「自衛隊札幌地方協力本部　静内分駐所」　電話：０１４６－４４－２８５５ (直通）

お問い合わせ先

◆ 日高町へ　 

◇北海道コカ･コーラボトリング株式会社 様

　　福祉施設へクリスマスプレゼントとして、

　清涼飲料水５４０本を寄贈いただきました。

◇日高町和牛生産改良組合 様

　　町内小中学校へ地場産食育の推進のため、

　和牛肉７０キログラム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。　　

感謝状を贈呈させていただきまし感謝状を贈呈させていただきましたた

　地域貢献活動の一環と

して、厚賀小学校の周辺

施設整備を行っていただ

きました。

◆ ケイセイマサキ・不二経常建設共同企業体 様

　地域貢献活動の一環と

して、厚賀すずらん保育

所の施設整備を行ってい

ただきました。

◆ 株式会社 遠藤組 様

２
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☆赤ちゃん健診
　２５日（水）　　　　　　　　門別公民館
＊対象は、４・７・１０・１２か月の赤ちゃん

☆よいこクラブ
　１８日（水）　　　　　　　　門別公民館
　１９日（木）　　　　　　　　富川公会堂
　　　　　　　　　　　　　サンポッケ
　２０日（金）　　　　　　　　厚賀コミュニティーセンター

☆子育てひろば（育児相談）
　１０日（火）　　　　　　　　子育て支援センターわくわく館
　１２日（木）　　　　　　　　サンポッケ
　２０日（金）　　　　　　　　厚賀コミュニティーセンター

☆予防接種
〈四種混合〉
　  ５日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
　１６日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　２０日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

〈二種混合・Ⅱ期〉
　  ２日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

〈麻しん・風しん混合〉
　  ３日（火）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　  ９日（月）　１５：３０～１６：００　鎌田病院
　２６日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈不活化ポリオ〉
　  ５日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院
　１０日（火）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

〈BCG〉
　２５日（水）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　２６日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈水痘〉
　  ５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

　１２日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院
　２３日（月）　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

●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〉
　１９日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
〈ヒブ〉
　１２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

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせです

２月の

・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、１０日(火)、２４日(火)が身体測定の日です。

◎２月の子育て講座は、「カラーセラピー」です。講師は、佐渡貴子さん

　です。　開場 ９：３０～　　開始 １０：００～

　託児あり（先着２０名）　お母さんだけの参加は何名でも受け付けます。

　申し込みは２月２日(月)から２月１６日(月)までです。 

　（子育て講座は、お子さんが幼稚園に上がったお母さんも参加できます）

◎２月３日(月)は節分の会です。鬼たいじや福拾いをしましょう。

　開場１０：００～　　開始１０：３０～

◎３月３日のひな祭りに向けて２月９日(月)よりひな人形制作を始めま

　す。わくわく館開放時間内の都合の良い日に作りに来てくださいね。

※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 ２２月月 の予の予定定

土金木水火月
７
開放
開放

６
きりんさん
開放

５
開放
開放

４
ミラク
スマイル＆　　
　　スイミー

３
節分の会
開放

２
開放
開放

午前
午後

１４
開放
開放

１３
大きいありさん
開放

１２
開放

トーマスの会

１１
建国記念日
休館日

１０
子育て相談日
開放

９
開放
開放

午前
午後

２１
開放
開放

２０
ひよこさん
開放

１９
開放

母親教室

１８
スマイル＆　　
　　スイミー

サニー

１７
開放
開放

１６
開放
開放

午前
午後

２８
開放
開放

２７
うさぎさん
小さいありさん

２６
子育て講座
開放

２５
アンジュ＆ドラコ
＆ロディー

ミラク

２４
開放
開放

２３
開放
開放

午前
午後

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 
　　 　　２月の相談日・・２４日（火）
□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】 

　２月の相談日・　２日（月）・　４日（水）

　　　　　　　・　９日（月）・１６日（月）

　　　　　　　・１８日（水）・２３日（月）

　　　　　　　・２５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

２


