
3366〈２０１５広報日高 月号〈２０１５広報日高　月号〉〉

◆ 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（富川南）◆寺越秀幸 様

金一封（本町東）◆鈴木紀子 様

金一封（富川東）◆高橋誼 様

金一封（清畠）◆三河美幸 様

金一封（本町西）◆柴田哲 様

金一封（新冠町）◆遠藤伸也 様

金一封（富川西）◆相内洋子 様

金一封（千栄）◆鈴木幸男 様

金一封（賀張）◆古川御代子 様

ガラスケース入り（本町西）◆阿部由夫 様

雛人形一段飾り一式

◆ 介護老人保健施設門別愛生苑へ

◇富川西光寺仏教婦人会 様　　　　タオル地多数
　　　　　　　　　　　　　 　　　ヨーグルッペ多数

◇富川カラオケ仲良しグループ 様　カラオケ慰問
　　　　　　　　　　　　　 　　　ティッシュ多数

わくわくわくわく館館 ４４月月 の予の予定定
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

◆ 日高町へ　 

◇日高寺壇信徒一同 様

　社会福祉基金寄附金として、金一封を寄附いただ
きました。

◇（有）橋本製作所 様（新ひだか町）

　地域振興寄附金として、５０万円を寄附いただきま
した。

◇さくら佐藤・森田経常建設共同企業体 様（札幌市）

　地域貢献活動の一環として、日高小学校の雪下ろ
し作業等を行っていただきました。

◇ダーレー・ジャパン株式会社 様

　教育振興寄附金(図書購入)として、１５０万円を寄附
いただきました。

土金木水火月
４
開放
開放

３
大きいありさん
開放

２
開放
開放

１
クローバー
スイミー

午前
午後

１１
開放
開放

１０
うさぎさん
開放

９
開放

トーマスの会

８
コロン
ギャロップ

７
開放
開放

６
開放
開放

午前
午後

１８
開放
開放

１７
ひよこさん
開放

１６
開放
開放

１５
スイミー
クローバー

１４
子育て相談日
開放

１３
開放
開放

午前
午後

２５
開放
開放

２４
きりんさん
小さいありさん

２３
子育て講座
開放

２２
ギャロップ
コロン

２１
開放
開放

２０
開放
開放

午前
午後

３０
開放
開放

２９
昭和の日
休館日

２８
こいのぼりの会
開放

２７
開放
開放

午前
午後

　 ▽ 山崎浩一様（札幌市）　　　　　 ５千円　　▽ 松永常一様（大阪府）　　　　　 ５千円
　 ▽ 片貝宏様（青森県）　　　　　　 １万円　　▽ 松井直也様（兵庫県）　　　　　 ５千円
　 ▽ 横山敏之様（岐阜県）　　　　　 ５千円　　▽ 松澤広和様（東京都）　　　　　 ５千円
　 ▽ 土岐公男様（愛知県）　　　　　 ５千円　　▽ 那珂信之様（埼玉県）　　　　　 ５千円
　 ▽ 米澤千絵様（東京都）　　　　　 ５千円　　▽ 馬上信弘様（福島県）　　　　　 ５千円
　 ▽ 田川健一様（東京都新宿区）　　 ５千円　　▽ 永田勝幸様（東京都葛飾区）　　 ５千円
　 ▽ 田中久雄様（青森県）　　　　　 ５千円　　▽ 野村和也様（大阪府）　　　　　 ５千円
　 ▽ 田代隆男様（東京都杉並区）　　 ５千円　　▽ 不破丈洋様（東京都渋谷区）　　 ５千円　
　 ▽ 甲斐谷徹彰様（宮城県）　　　　 ５千円　　▽ 平川能武様（神戸市）　　　　　 ５千円　
　 ▽ 長谷川清様（愛知県）　　　　　 ５千円　　▽ 匿名（９０名）の方から　  　    ４７万５千円

　それぞれ、いただいた寄附の事業区分は次のとおりです。
　
　▼福祉・少子化対策に関する事業　   　  　　１６万円　　▼教育・文化に関する事業　　 　　５万５千円
　▼自然環境保全に関する事業   　 　　　１７万円　　▼産業振興及び地域振興に関する事業 ９万５千円
　▼ホッカイドウ競馬の応援に関する事業  ９万５千円　

　　　　　　　　　　　　　これまでの累計（２月末日現在）　２，９７３件  ５８，３０７，０００円

ふふるるささとと日日高高応応援援寄寄附附金金（ふるさと納税）（ふるさと納税）

４

・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Ｈ２５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、１４日(火)、２１日(火)が身体測定の日です。

◎４月の子育て講座は、「歯について」です。

　講師は、歯科衛生士　佐渡貴子さんです。 お子さんの歯について

　気になっていることを聞いてみましょう。　開場 ９：３０　開始 １０：００

　人数把握のため４月２０日(月)までに申し込みをしてください。　

◎４月２８日(火)は、わくわく館のこどもの日イベント「こいのぼりの会」

　です。 

　こいのぼりの会に向けて、４月２日(木)よりスタンプで手形をとって

　大きなこいのぼりに飾ります。みんなの手形で立派なこいのぼりを

　泳がせましょう。　　開場 １０：００　　開始 １０：３０

※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
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☆赤ちゃん健診
　２２日（水）　　　　　　　　門別公民館

＊対象は、４・７・１０・１２か月の赤ちゃん

☆よいこ健診
　１４日（火）　　　　　　　　富川公会堂

　１５日（水）　　　　　　　　門別公民館

＊対象は、平成２４年１月～３月生まれ、平成２５年７月～９月

　生まれの幼児

☆子育てひろば（育児相談）
　  ９日（木）　　　　　　　　サンポッケ

　１４日（火）　　　　　　　　子育て支援センターわくわく館

　１７日（金）　　　　　　　　厚賀コミュニティーセンター

☆予防接種

〈四種混合〉
　  ２日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

　１３日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

　１６日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院

〈麻しん・風しん混合〉
　  ６日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

　１０日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

　２３日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈不活化ポリオ〉
　２０日（月）　１５：３０～１６：００　鎌田病院

〈BCG〉
　２２日（水）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

　２３日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈水痘〉
　  ２日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

　２４日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来

　２７日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

●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〉

　１６日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈ヒブ〉

　  ９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。

２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

４月の

平成２７年２月末現在（住民基本台帳人口）

人 の う ご き

１２，７８０人人口◆

 前年比　△２２５人・前月比　△４２人

　６，３４８人男性・

 前年比　△１０６人・前月比　△２２人

　６，４３２人女性・

 前年比　△１１９人・前月比　△２０人

　６，３５０世帯世帯◆

 前年比　△５８世帯・前月比　△２８世帯

　１０４人外国人◆

 前年比　　　２人・前月比　　１１人

２０１２０１５５ホッカイドウ競馬ホッカイドウ競馬　　

４／２２(水)開幕４／２２(水)開幕！！　　　

みんなで応援しよう！みんなで応援しよう！　　　　　　

「グランシャリオナイター」「グランシャリオナイター」　　　

今年も全日程ナイター開催　　今年も全日程ナイター開催！！　

４／２２(水)～１１／１２(木)〔８０日間４／２２(水)～１１／１２(木)〔８０日間〕〕

４


