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特集　第４９回「ひだか樹魂まつり」

３年ぶりの開催　第４９回ひだか樹魂まつり
　７月２３日、日高国際スキー場特設会場

において、第４９回ひだか樹魂まつりが３

年ぶりに開催されました。

　矢野貴弘実行委員長の開会宣言を皮切り

に、陸上自衛隊第７音楽隊による演奏会や

和太鼓演奏、伝統技能「木遣り」の披露な

どの様々なステージイベントや、子どもを

対象とした工作・創作体験コーナーやうま

いものコーナーが設置され、多くの方々が

待ちわびた祭りを存分に楽しみました。

　フィナーレを飾

る沙流川花火大会

では、２，０００発

の花火が豪快に夜

空を彩りました。

最初のステージは、陸上自衛隊第７音楽隊の演奏。

隊長自らのソロ演奏で会場を沸かせた。

うまいものコーナーは、祭りの開始前から賑わった。

工作・創作体験コーナーでは、木工作、缶バッチ

製作が行われた。

伝統舞踊では、おなじみの「日高観光音頭」、「日勝小唄」

の演舞が披露された。

司会をつとめた「ラフ→チケット」

も元気に祭りを盛り上げた。
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特集　第４９回「ひだか樹魂まつり」

３年ぶりの木遣りの披露となったが、経験とかけ声は何年経っても身体が覚えている。

山岳太鼓は、木遣りと共演し会場を盛り上げる。

札幌よしもと芸人による「お笑いステージ」。

「ＳＯＵＬ ＷＡＶＥ」、「レイアロハ」のダンスステージ。

ステージイベントを締めくくる「蛍太鼓」の演奏。



２０２２広報ひだか９月号4

　７月１３日、門別ふれあいセンターにおいて、社会

を明るくする運動メッセージ伝達式が行われました。

　伝達式では、静内地区保護司会の浅野賢会長が内閣

総理大臣からのメッセージを読み上げ、大鷹町長に手

渡しました。

　社会を明るくする運動は、犯罪・非行の防止や、犯

罪・非行をした人たちの更生について、国民が理解を

深めるための全国的な運動です。

　７月１７日、北海道日本ハムファイターズ日高町後

援会（湯村和彦会長）の札幌ドーム応援バスツアーが

開催され、３４名が参加しました。

　試合は残念ながら１点差で敗れましたが、最後まで

白熱した試合展開に参加された皆さんは立ち上がって

応援するほど盛り上がっていました。

　後援会では、今後もファイターズの応援を通じて、

まちを盛り上げるため、応援バスツアーや、観戦会な

どを計画しているほか、随時会員を募集しています。

　７月２１日、門別小学校の５年生が津波が発生した

際の避難経路等を記載し、事前に作成した地図を基に、

危険箇所が無いか実際に見て確認する「地域探索活動」

を実施しました。

　地震の際に倒壊する可能性がある木々や、高齢者等

が避難する際に障壁となりそうな路面状況・勾配など、

地図上では気づくことが出来なかった部分について、

日高西部消防組合の指導・助言のもと、数多く把握す

ることができ、実りある防災学習となりました。

　７月１８日、海の日にあわせて門別本町地先の砂浜

において、安全に遊べる砂浜づくりのため、ごみ拾い

が行われました。

　当日は、「Hidaka Let`s Play Club」の中野欣庭代

表を中心に、日ごろからサーフィンなどで海岸に親し

まれている方々約４０人が参加しました。

　今年度も２時間ほどで軽トラックが一杯になる量の

ごみがありました。きれいな海を守るためにも、日頃

から分別や排出ルールの遵守を心がけましょう。

社会を明るくする運動 「メッセージ伝達式」

ファイターズ後援会「応援バスツアー」

門別小５年生が防災学習

海岸の清掃活動が行われました

メッセージを伝達する浅野会長（左）

大盛り上がりのツアー参加の方々

防災学習の様子

熱心にごみを拾うボランティアの方々

後援会加入

問 事務局
佐藤・真弓　

（役場内）
☎ 070-
4443-1071
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　５月５日、船橋競馬場で第３４回かしわ記念（Jpn1）

が開催され清畠の天羽牧場（天羽真崇代表）生産馬ショ

ウナンナデシコ号が見事優勝しました。

　ショウナンナデシコ号は好ダッシュを決め、主導権

を握るスタートとなり、４コーナーから後続に迫られ

るも直線でさらに突き放し、優勝しました。

　当馬は今回の優勝でエンプレス杯、マリーンカップ

に続き重賞３連勝、Jpn1 は初の制覇となりました。

　７月１３日大井競馬場で第２４回ジャパンダート

ダービー（Jpn1）が開催され福満の有限会社下河辺牧

場生産馬ノットゥルノ号が見事優勝しました。

　ノットゥルノ号は好位から進出し、４コーナーで外

から力強い走りで先頭に並びかけると、直線抜け出し

て押し切り、優勝しました。

　当馬にとって、初の重賞制覇となり今後のさらなる

活躍に大きな期待が寄せられます。

　７月１５日に開催された北海道消防操法訓練大会（小型ポンプ操法の部）で、日高管内代表として出場し

た日高西部消防組合日高消防団が見事優勝し、１０月２９日に千葉県で開催される全国大会への出場が決定

しました。

　７月１９日、澤田則彦団長と福嶋史雄班長が大鷹町長へ全道大会優勝の報告を行いました。

　指揮者を務めた福嶋班長は、「大きなミスもなく、緊張せずにやりきることができた」と話し、コロナ禍

により３年越しの大会出場となりましたが、日頃の訓練の成果を発揮しました。

　また、澤田団長は、「訓練期間中、全道大会出場に向けてご支援いただいた職・団員、ご家族の方々に心

から感謝申し上げます」と話していました。　

　全国大会まで約２か月、全国制覇を目標に、さらに動きに磨きをかけるため、訓練に励むとのことです。

ショウナンナデシコ号「第３４回かしわ記念」

ノットゥルノ号「第２４回ジャパンダートダービー」

日高町産馬が Jpn1で優勝！！

日高消防団　北海道消防操法訓練大会（小型ポンプ操法の部）優勝！！

後続を突き放し優勝したショウナンナデシコ号

写真提供：週刊ギャロップ

写真提供：週刊ギャロップ

重賞初制覇を Jpn1 で飾ったノットゥルノ号

（上）大会の様子

（左）優勝後の記念撮影

（右）大鷹町長へ優勝報告
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問　日高町敬老会事務局（役場高齢者福祉課）

☎　０１４５６－２－６５６１

日 高 町 地 域 お こ し 協 力 隊

活動レポート　VOL． 35

日高町内で活躍する
地域おこし協力隊の活動

をレポートします。

新たな地域おこし協力隊（農業支援員）を紹介します

問　役場産業課　

　　農政・畜産Ｇ

☎　０１４５６－

　　　２－６１８５

　８月１日、大鷹町長より辞令が交付されま
した。配属地は門別地区でアスパラ、ミニト
マト、軟白ネギの栽培・管理の研修を行い、
３年後の新規就農を目指します。

①氏　名：笠
かさはら

原　慎
しんじ

二

②出身地：苫小牧市

③趣　味：登山・筋トレ

④経歴・志望動機など

　昭和６２年生まれの３５歳。

　北海道苫小牧工業高等学校卒業後、

愛知県の自動車関連会社へ入社。

　近年の社会的問題となっている食料価格高騰をきっ

かけに日本の食に対する現状を知った。また、日本で

は少子高齢化が進む中、第１次産業を担う人たちの高

齢化や担い手不足の現状を知り、日本の食の文化を守

り次世代へ繋げていくことが必要だと感じた。

　その中で日高町の地域おこし協力隊の募集条件が目

に留まり、環境が自分自身に最適と感じ、日高町へ移

住と独立経営を決心し、地域おこし協力隊の農業支援

員に応募。

　農業支援員の活動を通して、必要な技術や知識を習

得し、新規就農をめざしたい。

墓地・霊園の環境美化に
ご協力をお願いします

令和４年度日高町敬老会
中止のお知らせ

　お墓参りをする機会が増えてくる時期で

す。日高町の墓地・霊園にごみ箱は設置し

ていませんので、お墓参りでの供物や供花

などは必ずお持ち帰りください。

　供物や供花などが残されることにより、

カラスやキツネなどの野生動物に荒らされ

たり、スズメバチが発生する原因となり、

墓地によってはクマが出没する危険性もあ

ります。

　また、墓参りの際はお墓回りの草取りな

どを行い、綺麗な墓地・霊園にしましょう。

　今年度の日高町敬老会につきましては、

新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念さ

れることから、昨年に引き続き中止とさせ

ていただくこととなりました。

　新型コロナウイルス感染症対策として回

避が求められる３密（密閉・密集・密接）

を防ぐことが困難であるため、参加者の皆

さまの健康と安全を最優先することといた

しました。

　大変残念ではありますが、ご理解いただ

きますようお願いいたします。

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ

☎　０１４５６－２－６１８２

Information　役場からのお知らせ

地域おこし協力隊の活動状況（８月１日現在）

・門別地区　農業支援員　２名

・日高地区　産業支援員　１名

くらしインフォ
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

富川国保診療所　
午後診療再開のお知らせ

日高町職員〈土木職〉採用試験
のお知らせ

　新型コロナワクチン４回目の予防接種のため、

しばらくの間、午後の診療を休診し、患者様には

ご不便をおかけしておりましたが、９月５日（月）

より午後診療を再開することとしました。

　また、今後の新型コロナワクチン接種体制につ

きましては、現段階では未定ですが、ワクチンの

予防接種を実施する場合には、午後の診療を休診

しますのでご了承ください。

　なお、今後につきましても、健康診断等で担当

医が不在にする場合や予防接種等で休診する場合

がございますので、詳細につきましては、院内ま

たはホームページに掲載の診療担当表でご確認く

ださいますようよろしくお願いいたします。

〇外来診療時間

　令和５年４月１日採用予定の日高町職員〈土木

職〉を募集します。実施概要は次のとおりです。

問　富川国保診療所　事務グループ

☎　０１４５６－２－０３４０

問　役場総務課　人事給与グループ

☎　０１４５６－２－５１３１

午前
　８：３０～１２：００

（受付時間：　８：３０～１１：３０）

午後
１３：００～１７：００

（受付時間：１３：００～１６：００）

採用区分 土木職

採用予定人数 若干名

第１次試験日
日高町役場試験会場

　９月２５日（日曜日）

受験資格

・昭和６３年４月２日以降に生まれ

た方

・学校教育法による大学、短期大

学 ､高等専門学校及び高等学校で

土木技術に関する専門課程（農業

土木含む）を卒業、卒業見込みの

方、または土木施工管理技士２級

以上の資格を有する方

受験申込

・受験申込は９月１６日までとなります。

・受験申込や試験内容などの詳細

は、町 HPをご覧いただくか下記ま

でお問い合わせ下さい。

９月は食生活改善普及運動月間です
～「野菜から先に食べよう」～

９月１０日から１６日は自殺予防
週間です

　７月号でご紹介した日高町元気はつらつ３か条

を覚えていますか？

　第１か条　背筋を伸ばして

　　　　　　き
・ ・ ・ ・

びきび歩こう

　第２か条　野菜から先に食べよう

　第３か条　体重を毎日はかろう

　９月は日高町元気はつらつ３か条の「野菜から

先に食べよう」を意識してみましょう。

　野菜を食べることは、血糖値が急に上がるのを

防ぎ、太りにくいからだを作るポイントにもなり

ます。シンプルで簡単に取り組むことができます

が、毎食、野菜のおかずがあることが重要です。

　実は、それだけで１日に必要

な３５０ｇの野菜摂取が達成で

きていないことが多いです。

　さらにワンランク上を目指す

ため、いつもの食事に「＋１皿

の野菜」をおすすめします。

　９月１０日の世界自殺予防デーにちなんで、毎

年９月１０日からの一週間を「自殺予防週間」と

しています。

　自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓

発し、これらに対する偏見をなくしていくととも

に、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また

危険に気づいたときの対応方法について理解の促

進を図ることを目的とするものです。

　長期休暇明けは、学

生の自殺率が高い傾向

があります。

　地域のみなさまも、

自殺対策について考え

てみませんか。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ

☎　０１４５６－２－６５７１

問　役場子育て健康課　健康増進グループ

☎　０１４５６－２－６５７１

くらしインフォ
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くらしインフォ Information　役場からのお知らせ

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

　　役場総務課　情報防災グループ　　　　☎　０１４５６－２－５１３１　

マイナンバーカード専用　夜間・休日窓口を開設します

マイナンバーカードでマイナポイントをもらおう

※夜間・休日窓口の受付はすべて事前予約が必要です。

※マイナンバーカード以外の業務は行いません。

　マイナンバーカードをお持ちでない方へ地方公共団体情報システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）より「ＱＲ

コード付きマイナンバーカード交付申請書」が順次送付されます。

　送付された申請書のＱＲコードを使い、スマートフォンなどでカンタンに申請することができます。

　また、同封されている返信用封筒（切手不要）を使い、郵送での申請もできます。

　マイナポイントの付与対象となる健康保険証利用申し込み・口座登録が、マイナポータルからでき

ます。あわせてポイント申請をしていただくと、マイナポイントがもらえます。

※ポイントの受け取りにはマイナンバーカードが必要です。

　マイナンバーカードをまだ申請していない方のために、マイナンバーカード専

用の夜間・休日窓口を開設します。

　マイナンバーカードの交付、マイナポイントの申し込みのほかに申請に必要な

写真を無料で撮影するなどの「申請書作成サポート」を併せて行います。

開設場所

開設時間

マイナンバーカードをまだお持ちでない方

健康保険証の利用申込み・公金受取口座登録がまだの方

・日高町役場　住民生活課　　☎　０１４５６－２－６１８２

・日高総合支所　地域住民課　☎　０１４５７－６－２００１

・夜間窓口　午後５時１５分～午後７時３０分

・休日窓口　午前１０時～午後２時

夜間窓口 休日窓口

開設日 予約期限 開設日 予約期限

８月３０日（火）
８月２９日（月）

１２：００（正午）
９月１１日（日）

９月９日（金）

１２：００（正午）

９月　６日（火）
９月５日（月）

１２：００（正午）
９月２５日（日）

９月２２日（木）

１２：００（正午）

９月２０日（火）
９月１６日（金）

１２：００（正午）

マイナポイント

第２弾対象者

ポイント

付与数
申込期限

ポイント対象とな

るカード申請期限

①マイナンバーカードの新規取得者
※既にマイナンバーカードをお持ちの方で

　第１弾に申し込みされていない方も対象

最大

５,０００円分

令和５年２月末 令和４年９月末

②健康保険証の利用申し込み ７,５００円分

③公金受取口座登録 ７,５００円分
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くらしインフォ
☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

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

９月の相談日・・・

　　　２７日（火）

　　　　
　※毎月第４火曜日開催予定

○事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

○予約時間　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

○相談場所

　門別総合町民センター　１階　会議室

　日高町富川東６丁目３番１号

　基本的に予約の方が優先となり、予約がない場合は、お待ちいただくか、ご相談をお受けできない場

合があります。

　新型コロナウイルス感染症の発生状況により、開催内容を変更する場合があります。

問　ひだか弁護士相談センター　　　　　　　☎　０１４６－４２－８３７３

　　役場住民生活課　住民・年金グループ　　☎　０１４５６－２－６１８２　

平取町での開催

９月の相談日・・・１３日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　２７日（火）　午前１０時３０分～正午

○事前予約制　☎０１４５７－２－２２２２（平取町役場まちづくり課広報広聴係）

○予約時間　　平日の午前９時～午後５時

○相談場所　　ふれあいセンターびらとり（平取町本町３５番地１）

新ひだか町での開催

９月の相談日・・・

５日（月） ７日（水） １２日（月）

１４日（水） ２１日（水） ２６日（月）

２８日（水）

○事前予約制　

　☎０１４６－４２－８３７３

　　（ひだか弁護士相談センター）

○予約時間　平日の午前１０時～午後４時

○相談時間　午後１時～午後３時

○相談場所

　ひだか弁護士相談センター

　新ひだか町静内吉野町２丁目１番４号

犬の飼い主のみなさんへ　マナーを守って楽しいペットライフを

　最近、飼い犬に関するトラブルの相談が増えています。飼い主は以下の事に気を付けながら、犬が地域

社会の中で幸せに過ごしていけるよう努力しなければなりません。

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ　☎ ０１４５６－２－６１８２

ふん尿の始末は確実に！

　散歩中に公園や路上などで糞をした場合は、必ず持ち帰りましょう。

　尿は、水で流しましょう。

散歩時は必ずリードを着用すること！

　散歩時はリードを着用し、犬の行動を制御できる人が行いましょう。

　時間帯や場所にも配慮しましょう。

他人の迷惑にならないようしつけをしましょう！

　頻繁な犬の鳴き声は、周辺の人にとって迷惑となります。原因を探り、しつ

けの本を読んだり、獣医師に相談したりして対処しましょう。
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Information　役場からのお知らせ

後期高齢者医療制度お知らせ
～窓口負担割合の見直しに伴う被保険者証の一斉更新について～

○保険証が新しくなります （黄色→橙色）

○一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓口
  負担割合が変わります

○窓口負担割合が２割となる方は、以下の項目にすべて該当する方です　　

○見直しの背景

　現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が９月３０

日をもって満了となるため、１０月以降は使用できな

くなります。　

　９月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に

届きましたら橙色の保険証をご使用ください。

　１０月以降の窓口負担割合が引き続き１割または３

割の方も、保険証が新しくなります。

　１０月１日から、 一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）

を除き、医療費の窓口負担割合が２割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、

後期高齢者医療の被保険者全体のうち約２０％です。

　☑住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない　

　☑同一世帯に住民税の課税所得が２８万円以上の被保険者がいる　

　☑年金収入 +その他の合計所得金額が、

　　　・被保険者が 1人の世帯の場合、２００万円以上

　　　・被保険者が２人以上の世帯の場合、合計３２０万円以上

　令和４年度以降、団塊の世代が７５歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれてい

ます。

　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫などの世代）

の負担（支援金）となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につない

でいくためのものです。

・新しい保険証の有効期限は、令和５年７月３１日です。   

・紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、　

窓口（役場住民生活課、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）までお申

し出ください。

新しい保険証は橙色です

※ 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）

は有効期限が令和５年７月３１日までのため、再交付しません。

問　北海道後期高齢者医療広域連合　　　☎　０１１－２９０－５６０１

　　役場住民生活課　保険医療グループ　☎　０１４５６－２－６１８２

くらしインフォ
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座を開催します！

９月は世界アルツハイマー月間です

○認知症サポーター養成講座
　【初めての方】

○ステップアップ講座
　【今までに養成講座を受講した方】

　町では、認知症になっても誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、認知症

サポーターの養成に取り組んでいます。

　認知症サポーターとは、認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を

支える心構えのある「応援者」です。養成講座を受けたことがある方は、ステップアッ

プ講座をおすすめします。お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

　１９９４年に国際アルツハイマー病協会は世界保健機関（ＷＨＯ）と共同で毎年９月２１日を「世界

アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心に認知症に関する知識の普及に取り組んでいます。

　また、９月を世界アルツハイマー月間として様々な取り組みをしています。

申・問　門別地域包括支援センター　☎　０１４５６－２－６７８９

問　門別地域包括支援センター　☎　０１４５６－２－６７８９

　　門別図書館郷土資料館　　　☎　０１４５６－２－３７４６

日時

９月２２日（木）
昼の部

午後１時３０分～午後３時　

会場：門別図書館郷土資料館

夜の部

午後６時～午後７時３０分　

会場：門別公民館　２階

内容
講話「認知症を学び地域で支え

よう」

講師 門別地域包括支援センター職員

特典

受講後、サポーターの証「オレ

ンジリング」、「サポーターカー

ド」をお渡しします

申込
９月２０日までに、下記のお申

し込み先へご連絡ください

日時

１０月４日（火）
昼の部

午後１時３０分～午後３時　

会場：門別図書館郷土資料館

夜の部

午後６時～午後７時３０分　

会場：門別公民館　２階

内容
講話「認知症の人と上手に接す

るために」

講師 門別地域包括支援センター職員

特典
受講後、「オレンジバッチ」をお

渡しします

申込
９月３０日までに、下記のお申

し込み先へご連絡ください

図書館にて、認知症に関する本を展示します

　「認知症の本人が書いた本」を中心に、認知症の

ことがわかる本、絵本等を集めました。“認知症＝

人生の終わり”ではなく、その後の人生を楽しんで

いる方の経験や思いに触れてみてください。

　また、展示に合わせて認知症サポーター養成講座、

ステップアップ講座を開催します（下記記事参照）。

　認知症について正しく学んでみませんか？

期間
９月１０日（土）

　～１０月９日（日）

場所
門別図書館郷土資料館

カウンター横

くらしインフォ
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Information　役場からのお知らせ

提出期限
児童扶養手当　　　　８月３１日（水）まで

特別児童扶養手当　　９月１２日（月）まで

とき １１月１０日（木） 　午前１０時３０分～午後４時３０分

ところ

申し込み状況によって、次のいずれかの会場で実施します。

・門別地区～門別公民館

・富川地区～富川公会堂

・日高地区～日高町民センター

相談担当者 室蘭児童相談所　児童福祉司　判定員

相談内容

・療育手帳の再判定

・しつけ相談

・言葉の障害、身体障害等

・学校に行きたがらない

・その他、子どものことで困っていること

相談料 無料

　問　役場子育て健康課　子育て支援グループ　　☎　０１４５６－２－６１８３

　　　総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

申・問　役場子育て健康課　子育て支援グループ　　☎　０１４５６－２－６１８３

　　　　総合支所地域住民課　福祉・保険グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

「児童扶養手当」、「特別児童扶養手当」の現況届の提出はお済みですか？

令和４年度日高町巡回児童相談について

　現況届の提出については、該当する方へ個別にお知らせしていますが、提出はお済みでしょうか？

　提出期限は次のとおりですので、まだ提出されていない方は、お早めにお知らせに記載の役場窓口

で手続きをお願いします。

　なお、提出がなければ手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

　相談を希望される方は、１０月７日（金）までに下記のお申し込み先に電話にてお申し込みください。

　なお、相談は児童相談所がお子さんの状況を判断し決定しますので、必要性が高い方を優先させて

いただくことがあります。また、ご希望の日程から調整させていただく場合もありますのであらかじ

めご了承ください。

※療育手帳をお持ちの方で再判定の時期が近い方は、相談を受けることをお勧めします。

※次回の巡回児童相談の実施予定日　令和５年１月２４日（火）

光ブロードバンド加入促進補助金　申請期限間近です！！光ブロードバンド加入促進補助金　申請期限間近です！！

　問　役場企画財政課　まちづくり・広報統計グループ　☎　０１４５６－２－６１８１

申請期限 ９月３０日まで

６月２０日（月）から６月２０日（月）から町内全域で町内全域で光ブロードバンド光ブロードバンド

サービスが利用できるようになりました。サービスが利用できるようになりました。※一部対象外エリアあり

仮加入申込書を提出していただき、各自で通信事業者と契約し光回線が開通さ仮加入申込書を提出していただき、各自で通信事業者と契約し光回線が開通さ

れた方は、日高町ブロードバンド加入促進補助金の交付対象となります。れた方は、日高町ブロードバンド加入促進補助金の交付対象となります。
詳しくは、町 HP　
をご覧下さい

仮加入申込

通信事業者と契約

補助金申請

▼

▼

町へ

各自

町へ

くらしインフォ
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、検診を実施します。感染状況によっては、

変更となる場合もありますので、その際はホームページ等によりお知らせします。

　皆様のご理解、ご協力をお願いします。

日程 午前 午後

１０月９日（日）

門別公民館

受付時間
①　 ８：４５～ ９：００

②　１０：００～１０：１５
③　１２：３０～１２：４５

定員
乳がん検診　５０名

子宮頚がん検診　１３０名

乳がん検診　４０名

子宮頚がん検診　１００名

申込期限 ９月１６日（金）　※定員になり次第締切となります

※対象者欄の年齢基準日は、令和５年３月３１日となります。

※定員に余裕がある場合は、対象にならない方の申し込みを受け付けますが、負担金は全額自己

　負担となります。金額については、子育て健康課へお問い合わせください。

検診名 負担金 対象者

【オプション検査】

乳房超音波検査

（定員１８名）

５,３６０円

４０歳以上の女性

・乳房の上から、超音波の機械を当てる検査です。乳がん検診とセットの

受診をお勧めしています。３９歳以下の希望者はご相談ください。

・乳房超音波検査のみ受けたい方は、３月の札幌がん検診センターに申し

込みください。

【オプション検査】

婦人科超音波検査
１,０５０円

２０歳以上の女性

・膣の中から、超音波の機械を当てる検査です。細胞診では調べられない

卵巣の腫れや子宮内を調べます。

オプション検査（有料）※４０歳無料受診券をお持ちの方は無料

　オプション検査を希望する方は、申し込みの際にお伝え下さい。

・日高地区の方へ

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により、令和４年度の無料送迎を中止します。

◎今後の検診日程

　令和４年１１月１１日（金）厚賀会館（１４ページをご参照ください）

　令和５年　３月　１日（水）札幌がん検診センター

乳がん ･子宮頚がん・大腸がん検診のお知らせ

検診名 負担金 対象者

乳がん検診
①２，１００円

②１，８００円

①４０歳～４９歳の女性（昨年度、町の検診を受診していない方）

②５０歳以上の女性（昨年度、町の検診を受診していない方）

・４０歳～４９歳は２方向、 ５０歳以上は１方向のエックス線撮影をします。

子宮頸がん検診 　１，８００円　　２０歳以上の女性（昨年度、町の検診を受診していない方）

大腸がん検診検診 　２，１００円
４０歳以上の方

・便を２日分とり、潜血反応を調べます。代理の方の提出も可能です。

無料対象者

・２４歳子宮頚がん無料受診券をお持ちの方（子宮頚がんのみ）

・４０歳無料受診券をお持ちの方

・生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方

　生活保護及び住民税非課税世帯の方は、課税状況を調査するため同意書の提

出が必要です。役場子育て健康課、総合支所地域住民課、水・くらしサービス

センター、厚賀出張所へお越しください。

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

くらしインフォ
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Information　役場からのお知らせ

 特定健診、胃 ･肺 ･大腸 ･前立腺がん検診のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、検診を実施します。感染状況によっては、

変更となる場合もありますので、その際はホームページ等によりお知らせします。

　皆様のご理解、ご協力をお願いします。

健（検）診名 負担金 対象者

特定健診　　　

①１，３００円

② 　５６０円

③　　　 無料

①４０～７４歳の国民健康保険加入者

②７５歳以上の方

③生活保護世帯の方

・社会保険加入の被扶養者で今回の健診を希望する方は、全国健

康保険協会から発行される受診券が必要ですので、扶養者の職場

へお問い合わせください。

胃がん検診（バリウム検査）

肺がん検診（Ｘ線）

肺がん検診（喀痰）

大腸がん検診（便検査）

　１，８００円

　　 ５００円

　　 ９００円

　 　８００円

４０歳以上の方

前立腺がん検診 　２，１００円 ５０歳以上の男性の方

乳がん検診

【厚賀会場のみ】  

①２，１００円

②１，８００円

４０歳以上の女性で、昨年度町の検診を受診していない方

①４０～４９歳 (２方向の乳房エックス線撮影をします。)

②５０歳以上（１方向の乳房エックス線撮影をします。）

肝炎ウイルス検診

　（Ｂ型＋Ｃ型）

　（Ｃ型のみ）

　（Ｂ型のみ）

　

　　８００円

  　７００円

  　１００円

４０歳以上の方 

・過去に肝炎ウイルス検診を受けたことのある方は対象から除き

ます。

骨粗しょう症検診

　（対象者）

　（対象外）

　　

　　 ６００円

　２，１００円

４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳の方

・上記以外の方は対象外となりますが、受診は可能です。

エキノコックス症検診 　　 ３００円 小学３年生以上で、前回の検診から５年以上経過している方

成人歯科健診

 【日高・厚賀会場のみ】
無料 健診項目の一つとなってますので、ぜひ皆さん受診してください。

ヘリコバクター・ピロリ菌検査 　 ２，４６０円

４０歳以上の方   

・除菌治療をしたことがある方は、対象から除きます。胃がん検

診を受ける方が対象です。（単独受診不可）

風しん抗体検査 無料

昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性

・上記以外の方は対象外となります。

・風しん抗体検査のみの実施で、予防接種は受けられません。

日にち 会場 受付時間 申込期限

１０月２８日（金） 日高こもれびホール

午前７時～

午前９時３０分
９月２９日（木）

１０月２９日（土） 門別公民館

１０月３０日（日）

１０月３１日（月）
富川公会堂

１１月１１日（金） 厚賀会館
午前７時３０分～

午前９時３０分
１０月１３日（木）

☆☆☆健（検）診受診特典☆☆☆

　　健（検）診を受診の際、自己負担があった方には、ひだかカード会が発行する「ひだかカード」のポイントを付与します。

　　特定健診（国保加入者のみ）：３００ポイント、後期高齢者健康診査・がん検診・その他検診：１００ポイント

※日高こもれびホールは、 会場が使えない場合、 老人福祉センターへ変更となります

※待ち時間短縮のため、時間を区切って受付します

※対象者欄の年齢基準日は令和５年３月３１日となります

（次ページに続く）

くらしインフォ



15２０２２広報ひだか９月号

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ

　申・問　（門別地区）役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１　

　　　　　（日高地区）総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

無料対象者

・昭和５７年４月１日～昭和５８年３月３１日生まれの方

・生活保護世帯及び住民税非課税世帯の方（骨粗しょう症検診対象外、ヘリコ

バクター・ピロリ菌検査は有料）

　生活保護及び住民税非課税世帯の方は、課税状況を調査するため同意書の提

出が必要です。役場子育て健康課、総合支所地域住民課、水・くらしサービス

センター、厚賀出張所へお越しください。

負担金の徴収

　特定健診とがん検診の負担金徴収の取り扱いについて、判断基準が異なりま

すので、住民税非課税世帯の方は、必ず同意書を提出してください。ご不明な

点等があればお気軽にお問い合わせください。

　町では、家庭や地域に健康づくりを広めていくため、日高・門別地区から４５名の方に保健推進員を

委嘱しています。各地区の保健推進員を紹介します。

　保健推進員の方々は、乳幼児健診などの保健事業への協力、こんにちは赤ちゃん訪問への協力（生後

４か月未満児のいる家庭へ同伴訪問）、子どもを対象とした食育活動、学習会などを町の保健師・栄養士

と共に行っているほか、地域の方々が抱える介護に関する悩みや健康、子育て等の相談を受け、保健師

につなぐ活動を行っています。身近な保健推進員と一緒に健康づくりの推進にご協力お願いします。

　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、一部縮小して活動しています。

・門別地区

・日高地区

富川駒丘 松 本 丈 乃 富 川 西 米 川 仁 美 富 川 西 佐 々 木 深 雪

富 川 南 須 田 千 鶴 子 富 川 北 畠 山 恵 美 子 富 川 東 浦 重 和 子

富 川 東 山 口 ナ ヲ エ 富 川 東 前 野 悦 子 富 川 東 曽根崎美佐緒

平 賀 矢 野 三 千 枝 富 浜 金 子 典 子 富 浜 旭 岡 美 恵 子

富 浜 沖 田 方 子 門別本町 小 滝 美 惠 門別本町 白 石 暁 子

門別本町 黑 瀧 み ゆ き 門別本町 逢 坂 法 子 緑 町 菱 沼 い ず み

旭 町 安 藤 則 子 幾 千 世 影 山 早 苗 幾 千 世 春 木 貴 子

庫 富 髙 澤 葉 子 庫 富 平 野 恵 美 子 豊 郷 中 舘　　 薫

清 畠 木 村 里 美 清 畠 久 保 由 貴 子 賀 張 川 代 美 里

賀 張 伊 藤 公 弥 子 厚 賀 町 野 村 な る み 厚 賀 町 和 田　　 環

厚 賀 町 佐 々 木 敦 子 美 原 藤 本 一 枝 豊 田 古 川 真 紀

正 和 富 本 秋 子 三 和 池 田 き く え

栄 町 東 白 戸 啓 惠 山 手 町 安 田 良 子 松 風 町 互 野 泰 子

千 栄 松 本 和 子 新 町 山 田 尚 美 新 町 本 多 静 子

新 町 鈴 木 昭 子 新 町 矢 野 尚 代 本 町 東 大 友 雅 子

日 高 馬 場 美 那 子

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３

こんにちは！私たち、保健推進員です

くらしインフォ
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Information　役場からのお知らせ

入札結果をお知らせします

問　役場技術審議室　　　☎　０１４５６－２－５１３５

工事・委託業務名 落札業者 落札金額 落札率

入札日　令和４年７月４日

町道富川北平賀１６号線外 1路線　歩道補修工事 ㈲佐々木産業 2,080,000 円 94.55％

ひだか高原荘給湯設備改修工事 ㈱尾関工業 20,730,000 円 95.97％

日高地区水道メータ取替工事 ㈱日栄工業日高支店 1,650,000 円 95.93％

美原送水ポンプ更新工事 新栄クリエイト㈱ 4,000,000 円 91.32％

水道未普及地域解消事業（給水区域内無水源） 
配水管布設実施設計

グローバル設計㈱ 9,350,000 円 94.64％

入札日　令和４年７月２９日

水道施設フェンス設置工事 ㈱日高技建 4,170,000 円 95.86％

門別わかば保育所砂利敷設工事 ㈱オクヤ 2,370,000 円 97.13％

町道富川西１７号線　舗装修繕工事 日拓舗道㈱ 22,400,000 円 94.67％

教職員住宅浴室改修工事 ㈱泰成建設 2,900,000 円 100.00％

日高総合体育館階段改修工事 ㈱泰成建設 3,400,000 円 96.04％

門別総合町民センタースポーツセンター 
ＬＥＤ化改修工事

㈱堀江電気 8,500,000 円 91.10％

水道未普及地域解消事業 (給水区域内無水源） 
配水管布設工事

㈱中村産業 34,000,000 円 97.70％

緊急時給水拠点確保等事業 
重要給水施設配水管布設工事 (富川地区 )

㈱ナヴィス福岡 29,700,000 円 97.67％

富川西地区水道管更新工事 ㈲大熊 16,100,000 円 97.16％

日高高寿園屋上防水工事 フクタカ工業㈱ 7,050,000 円 89.92％

豊郷第２配水池非常用発電設備更新工事 新栄クリエイト㈱ 19,600,000 円 94.69％

令和４年度　日高町特定環境保全公共下水道事業 
富岡マンホールポンプ所更新工事

新栄クリエイト㈱ 20,300,000 円 94.03％

日高銀嶺デジタルテレビ中継局蓄電池更新工事
㈱ＮＨＫテクノロジーズ
札幌総支社

2,840,000 円 94.67％

門別温泉とねっこの湯改修工事実施設計 ㈱サン設計事務所 12,250,000 円 98.79％

・落札金額に消費税等は含まれていません。

・工事期間中はご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

あなたの健康チャレンジ！！　教えて
！

VOL. ２

 今回は、毎週水曜の午後７時からのとねっこ館のレッスン「格

闘技エクササイズ」に取り組む皆さんにお話しを伺いました。

　「体力向上や運動不足解消のために始めて、体重も減り血圧が

下がったことを実感できた」、「温泉に来てとねっこ館を知り、運

動不足もあったので挑戦したところ筋力トレーニングになってい

るし、何よりご飯がおいしく感じる！」などなど。

　全てを載せられませんが、他の参加者も様々なきっかけで取り

組んでいて、それぞれが楽しみや自分の変化を感じられているよ

うです。

　みなさんの「こんな健康チャレンジをしています！」を募集しています。下記までご連絡ください。

問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　☎　０１４５６－２－６５７１

くらしインフォ
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　町では、日高町国民健康保険に加入されている方を

対象に「特定健診」を実施しています。健診の受診状

況と健診結果についてお知らせします。

特定健診の受診状況

北海道国保連合会「特定健診・特定保健指導実施報告」より　

　令和２年度の受診率は２６．３％と低く、北海道内

で第１２８位（１７９市町村）。受けている人は、国

保加入者の３割弱となっています。

・若年層（４０、５０代）の受診率が低い状況です。

・健診未経験者の受診率が上がらない状況です。

特定健診結果について

　特定健診受診結果より男女とも「ＢＭＩが２５以

上」、「空腹時血糖基準値以上」、「血圧基準値以上」の

割合が高く、全国と比較しても「肥満」の人が多い、「血

糖」、「血圧」の高い人が多い状況です。

　特定健診受診者の生活習慣では、「運動不足の人が

多い」、「間食や甘い飲み物を毎日または時々とる人が

多い」、「喫煙率が高い」状況です。

健診は「不要不急」ではありません

　生活習慣病は、日本人の死亡原因の約５割を占めて

います。バランスのとれた食事や適度な運動など日々

の生活を改善することで生活習慣病の発症や重症化を

予防することができます。

・運動不足等で生活習慣病の発症リスクが高まってい

るコロナ禍の今こそ健診を受診しましょう！　

・特定健診実施医療機関や集団健診会場では、新型コ

ロナウイルス感染防止対策を徹底しています。　

特定健診ってどんなことをするの？

　特定健診は、心臓病、脳卒中、腎不全（糖尿病の合

併症）などの生活習慣病の前兆を早期発見することが

できます。

特定健診を受けるには・・・

集団健診・・・

　申し込み受付中！　詳しくは、１４ページをご覧く

ださい。

個別健診・・・

　町内の委託医療機関に予約が必要です。

　詳しくは、５月下旬にお送りした特定健診のご案内

をご覧ください。

健康増進だより　～はつらつ笑顔　元気な暮らし　日高町～

　　◎日高町役場　子育て健康課　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　◎日高総合支所　地域住民課　　☎　０１４５７－６－３１７３

☑身体測定
 身長、体重、お腹ま

わりから肥満などがな

いか調べます。

☑血圧測定
 血圧の値から高血圧

や動脈硬化等の危険性

がないか調べます。

☑血液検査
 脂質（中性脂肪やコレステ

ロール）の量から、動脈硬化

や心疾患、脳血管疾患などの

危険がないか、血糖（ブドウ

糖の量）から、糖尿病の危険

がないか、肝機能に関係する

酵素の量から肝臓などの異常

がないかなどを調べます。

☑尿検査　
 尿中の糖やたんぱく

の有無から、糖尿病の

危険や腎臓などの異常

がないか調べます。

☑問診、理学的所見　
 問診により喫煙歴や

服薬状況をお聞きします。
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アクティブクラブ
「海あそび」が開催されました
　７月２３日、スポーツ少年団指導者協議会と教

育委員会の共催事業「アクティブクラブ」の第１

回目の事業「海あそび」が厚賀漁港及び厚賀浜で

開催され、クラブ員１９名が参加しました。

　午前中は厚賀漁港で海釣りを体験し、１９人中

８人が魚を釣ることができました。初めて海釣り

をする参加者からは「また来たい！もっとやりた

い！」といった声が聞かれました。

　午後は厚賀浜で砂浜に落ちているごみを拾い、

拾ったごみで作品を作る「護海（ごみ）アート」

に挑戦し、動物や魚、ロボットなどの作品を作る

ことができました。

｢ キッズ・イングリッシュ教室 ｣
が開催されました

　７月２６日と８月２日の２日間、門別総合町民

センターでキッズ・イングリッシュ教室が開催さ

れ、幼児とその保護者８組１７名が参加しました。

　英語指導助手のアレックス先生とマティアス先

生と一緒に、遊びを取り入れ親しむことを意識し、

歌にあわせた踊りや塗り絵を通じて、楽しみなが

ら英語を身につける機会となりました。

こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します

　７月２６日（火）からの３日間、東京都・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

にて全国高等学校定時制通信制体育大会・第５５回卓球大会が開催され、日高高校か

らは野々村優花選手（１年）が女子個人戦に出場しました。日高高校から卓球での全

国大会出場は平成４年以来、３０年ぶりです。

　初戦の相手は東京都・明聖学園中野高校の選手。技巧派のカットマンを相手に苦戦し、

１セット先行されましたが、２セット目からは堅実にラリーを続け逆転。冷静なプレー

ぶりで３－１で勝利しました。２回戦の相手は茨城・晃陽学園高校の選手。ここは相

手を実力で上回り、得意の強打で圧倒。３－０で勝利を収めました。３回戦は長野県・

地球環境高校の選手を相手にまたも３－０で勝利。３回戦となると相手選手もかなり

の実力者でしたが、相手の調子が上がってくる前に逃げ切りました。４回戦の相手は

シード選手を破って勝ち上がってきた福島・星槎国際郡山の選手。相手選手の「両面

粒高」というトリッキーなラバーにも苦しめられ、先に２セットを奪われてしまいま

した。しかし、追い込まれた状況で野々村選手らしい“攻め”のプレーを見せ、苦し

みながらも１セット取り返します。その後４セット目を奪われ１－３で敗北しました

が、劣勢に置かれても最後までらしさを発揮してプレーすることができました。

　結果は４回戦敗退。しかし全国大会で３勝、全体ベスト３２という成績は日高高校

の歴史に残る快挙です。また、対戦相手はすべて上級生という中で、互角以上の戦い

を見せたことも素晴らしかったと思います。来年以降も全道・全国の舞台での活躍を

楽しみにしています。

　全国大会出場にあたり、ご支援ご協力いただきました町民の皆様にこの場を借りて

御礼申し上げます。応援ありがとうございました。

日高高校 ･ 野々村選手 全国大会で３勝日高高校 ･ 野々村選手 全国大会で３勝　　～定通体連全国大会～～定通体連全国大会～
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門別図書館郷土資料館からのお知らせ

問　門別図書館郷土資料館　　　☎　０１４５６－２－３７４６　

　　９月の休館日：毎週月曜日、２０日（火）、２３日（金）、３０日（金）　　

　　※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください

「畳縁の四季飾り展」開催 タイムカプセルを開封します

　町内の手芸サークル「羊

毛フェルト同好会」による

畳縁を使った手芸作品１３

点と、関連図書を展示します。

　畳縁と羊毛フェルトを組

み合わせた、四季を感じら

れる作品たちです。同時に

展示する、季節をテーマと

した絵本は借りられますので、この機会にぜひ

ご来館ください。

　門別図書館郷土資料館前に設

置されたタイムカプセルを開封

します。タイムカプセルは平成

４年（１９９２年）に旧門別町

開基１２０年を記念して埋設されました。

　中には、当時の小学生の作品などが入っていま

す。開封の作業風景や、カプセル内部の様子をご

覧いただけますので、この機会にご来館下さい。

期間 ９月３日（土）～９月２９日（木）

場所
門別図書館郷土資料館

図書館ＡＶコーナー前

日時
　９月１７日（土）

　午前１０時３０分～午後３時

※雨天の場合は延期します。延期の場合は図書館ホーム

　ページでお知らせします。

※中に入っている物は、状態やお名前を確認し後日配布

　します。当日は配布しません。

各種検定料に対する補助金を交付します

　教育委員会では、令和４年度から児童生徒の学習意欲向上を目的として、英語検定、漢字検定、数学

検定の検定料に対し補助金を交付する制度を新たに設けました。制度の概要は以下のとおりです。

　詳しい内容等については、教育委員会管理課までお問い合わせください。

　問　教育委員会管理課　総務・学校教育グループ　☎ ０１４５６－２－３７２１

対象とな

る検定

○英語検定

（公益財団法人日本英語検定協会）

○漢字検定

（公益財団法人日本漢字能力検定協会）

○数学検定

（公益財団法人日本数学検定協会）

対象 日高町立小中学校に在学の児童生徒

補助率お

よび補助

回数

　検定料の２分の１以内（１００

円未満の端数は切り捨て）、児童生

徒１人につき検定ごとに同一年度

内３回まで（受検当日、欠席した

場合は補助対象外となります）。

　※令和４年４月１日以降の検定

が対象となります。

申請書

 教育委員会管理課窓口

または町 HP よりダウン

ロードできます

手続き方法

学校で受検する場合

※すべての学校が受検会場となるわけではありません。

　補助金の交付を受けようとする保護者は、

受検料を全額納付し、日高町各種検定料補助

金交付申請書兼請求書（第１号様式）を受検

する学校に提出してください。

個人で受検する場合　

　受検する児童生徒の保護者は、受検料を全

額納付し、日高町各種検定料補助金交付申請

書兼請求書（第１号様式）を教育委員会へ提

出してください（様式下段の委任状は不要）。　

　検定終了後、日高町各種検定受検者実績報

告書（第２号様式）、検定料の支払を証するも

のの写し、受検票の写しを教育委員会管理課

へ提出してください。
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　　　　　　では、パトロールボランティアと育成協の組織一体的に捉え、「子供安全部」「学校支援部」

「地域連携部」を組織しました。部会ごとに具体的な取組を検討しています。

学校を地域にひらき、地域と結びつき、共に子どもをはぐくむ

つなぐ CS通信 ひらく→つなぐ→はぐくむ
通巻第８号 Ｒ４．９

教 育 委 員 会

☎０１４５６－２－３７２１

学校を地域にひらき、地域と結びつき、共に子どもをはぐくむ

学校運営協議会開催

毎月１０日は、あいさつ運動　ＣＳ富川

◇富川中学校区 (６／２８)坂本会長

◇門別中学校区 (６／２８)田中会長

◇厚賀中学校区 (６／２９)奥野会長

◇日高中学校区 (８／１８)高岡会長

◇日 高 高 校 (６／３０)山田会長

　各中学校区単位で学校運営協議会が開催さ

れ、辞令交付後、会長や役員を選出しました。

熟議では、今年度の運営方針の説明を校長か

ら受け、承認すると共に「どんなことができ

るのか」を話し合いました。なお、富川中学

校区では、令和２年２月に承認を得ています。

　　　　　　では、「子供たちと地域のゴミ拾いができないだろうか」との提案を受け、小グループに分

かれて、利点や課題を熟議しました。安全面や日程調整難しいが、ふるさとへの貢献や未来を担う子ど

もの育成のためには意義ある活動であると確認されました。事務局では、具体的な取組を検討しています。

　　　　　　では、「育成委員会や子ども会の活動に協力する」、「積極的な情報発信」、「小中の連携の強

化」が確認されています。厚賀町育成委員会では、例年通りラジオ体操会、夜の巡視活動などの取組が

関係機関と連携を図り行われています。

　　　　　　では、「子どもたちのやる気とゆめへとつなぐ応援隊」のスローガンを再確認しました。こ

れまでも高校生が、小・中学校の運動会や発表会の写真を撮っています。さらに連携を深めるための取

組を検討しています。

　　　　　　では、高校　（１年１４名・２年８名・３年

１１名）　の現状や令和４年度の取組を校長が説明しました。

「愛情、自信、そして学び続ける力を　全ての生徒へ」の理

念の下、取組を行っています。日高高校を愛する人たち思い

が伝わる委員の皆様による会議でした。

富川中学校区→ＣＳ富川

門別中学校区→ＣＳ柏葉

厚賀中学校区→ＣＳ厚賀

日高中学校区→ＣＳ日高

日高高校→ＣＳ高校

ＣＳ富川

ＣＳ柏葉

ＣＳ厚賀

ＣＳ日高

ＣＳ高校
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　問　日高山脈博物館　　☎ ０１４５７－６－９０３３
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ストップ・ザ・交通事故死！ストップ・ザ・交通事故死！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

日高町の交通事故件数
○発生件数 ・・・・ ２件

○死者数 ・・・・ ０人

○傷者数 ・・・・ ２人

２０２２年７月３１日現在

問　役場住民生活課　環境生活・アイヌ政策グループ　☎ ０１４５６－２－６１８２

第１８１号

鹿の飛び出しに注意！！

夕暮れ時の早めのライト点灯夕暮れ時の早めのライト点灯夕暮れ時の早めのライト点灯夕暮れ時の早めのライト点灯
早めのライト点灯をすることで、対向車や歩行者の存在を早期に

発見できることから、交通事故防止に大きな効果があります！

９/２１
　～９/３０

これからの時期は鹿の飛び出しが多くなります！

夕暮れ時や夜間の運転には気を付けましょう！！！

鹿は群れで行動しています。

　１頭だけとは思わず、

　　見かけたら減速しましょう！

令和３年中は５０件の

　鹿の事故が発生しています！

　　他人事だと思わないように！！

秋秋の全国交通安全運動の全国交通安全運動

・子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保・子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保

・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の

　　保護など安全運転意識の向上　　保護など安全運転意識の向上

・自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底・自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底

・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶・飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
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問　役場商工観光課　商工・観光グループ　☎ ０１４５６－２－６０３１

地域応援商品券
プレミアム商品券

　日高町では、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む

価格高騰の影響を緩和するため、２種類の商品券を発行いたします。

　「地域応援商品券」は、世帯全員分を世帯主様あてに郵送にて

お届けいたします。

　同じ封筒で「プレミアム商品券」の「購入引換券」を世帯主様

あてに郵送いたしますので、購入を希望される場合は、郵便局にて

お買い求めください。

商品券の内容

② プレミアム商品券

① 地域応援商品券

1, ０００円券× 5 枚綴り（町民 1 人につき）
※商工会員店舗のみ使用可能（一部店舗を除く）
・対 象 者 ：令和 4 年 9 月 1 日現在、日高町に住民登録のある方
・使用期間：令和 4 年 9 月１５日～令和 5 年 1 月３１日

1, ０００円券×１５枚綴り
※全登録店で使用可能
・対 象 者 ：令和 4 年 9 月 1 日現在、日高町に住民登録のある方
・購入条件：日高町が発行する「プレミアム商品券購入引換券」を
　　　　　   町内郵便局（簡易郵便局を除く）の窓口において提示
　　　　　   のうえ、現金１０, ０００円で１５, ０００円分の商品券を購入
　　　　　   することが可能（1 世帯 2 セットまで）
・引換期間：令和 4 年 9 月１５日～令和 4 年１０月３１日
・使用期間：令和 4 年 9 月１５日～令和 5 年 1 月３１日

・商品券ご利用の際は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に十分ご留意ください。

・外国人の方は、右のＱＲコードを読み取り、翻訳アプリ（Google 翻訳）を

  ご活用ください。

　If you are a foreigner, please read the QR code below and use the translation app.

※プレミアム商品券は、北海道の「プレミアム付商品券発行支援事業費補助金」を活用しています。

Android 用 iOS 用

町民全員に配布

されます。

１世帯につき
２セットまで
購入できます。
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働きたい人のための出張相談会

　働きたいと思われている方に向けた就労自立支援

施設です。その他就職相談も歓迎です。「働きたい」

を応援する無料出張相談会を開催します。

○対象　おおむね１５歳から４９歳の方・ご家族

○場所　ハローワーク静内分室（新ひだか町静内御

幸町２丁目１ー４０　ショッピングプラザピュア　

３階）

○内容　就労相談・就労体験ほか

○日時　９月２７日（火）　午後１時３０分～午後

３時（先着順・予約可）毎月第４火曜　午後１時　

３０分～午後３時

問　とまこまい若者サポートステーション とまこ

　　まい「サポステ・プラス」苫小牧市表町３丁目

　　２ー１３　王子不動産第２ビル６階

☎　０１４４ー８４ー８６７０

通年雇用化を目指す季節労働者の
方々を応援します
　通年雇用を目指す季節労働者の方々のためにスキ

ルアップやキャリアアップを支援する講習を行って

います。

○資格試験対策講習の受講料　参加無料

　・第二種電気工事士

　・危険物取扱者（乙種４類）

　・消防設備士（乙種４類または６種）

○技能講習の受講料　参加無料

　・玉がけ技能、小型移動式クレーン等の１１技能

○資格取得支援の受講料の６割（上限２０万円）を助成

○特別教育、安全衛生教育の受講料（最大１万円）の助成

　・パソコン講習の受講料　　参加無料

　講習参加者はキャリアコンサルタントとの面談が

あります。

　詳細については、お電話かホームページでご確認

ください。

問　東胆振・日高・平取地域通年雇用促進支援協議会　

　　（苫小牧市役所　工業・雇用振興課内）

☎　０１４４－３４－５５２１

HP　https://www.higashiiburi-hidaka-

　　biratori-tsunen.com/

アイヌの方々からの様々なご相談を
お受けします
　公益財団法人　人権教育啓発推進センターでは、

アイヌの方々の悩みをお受けするフリーダイヤルを

開設しております。嫌がらせ、差別、プライバシー

侵害などのご相談もお受けします。

　ご希望によりアイヌの相談員が応じます。

○アイヌの方々のための相談専用フリーダイヤル

　☎０１２０－７７１－２０８

　・相談無料、匿名可、秘密厳守

　受付　月曜日～金曜日 午前９時～午後５時

　※祝日、１２月２９日～１月３日を除く

　※来訪によるご相談もお受けします。

　月曜日～金曜日 午後１時～午後５時 (要予約 )

○本相談事業は (公財）人権教育啓発推進センター

が、厚生労働省の生活相談充実事業により実施する

ものです

問　公益財団法人　人権教育啓発推進センター

☎　０１２０－７７１－２０８

インボイス制度が始まります
　インボイス制度とは、令和５年１０月１日から始

まる消費税の仕入税額控除の方式です。インボイス

制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のた

めに、原則として、売手が交付するインボイスを保

存する必要があります。売手がインボイスを交付す

広告

広告募集欄

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

広告募集欄
１枠 5,000 円で広告を掲載すること

ができます。空きがあれば２枠、３

枠分を使用して大きく掲載すること

も可能です。詳しくは、企画財政課

までお問い合わせ下さい。

広報ひだかに広告を広報ひだかに広告を
掲載してみませんか？掲載してみませんか？
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る場合は、登録番号の記載が必要であり、登録番号

を取得するためには登録申請手続が必要です。

〇登録申請手続　

　インボイス制度が始まる令和５年１０月１日から

登録を受けるには、原則、令和５年３月３１日まで

に登録申請書を提出する必要があります。

※　期限間近には申請が集中し、処理に一定の時間

を要する場合があります。申請を予定されている事

業者の方は早期提出にご協力ください。

〇インボイス制度説明会・登録申請相談会のご案内　

　税務署では、インボイス制度の概要を説明する「イ

ンボイス制度説明会」や登録申請を希望される方へ、

スマートフォンを利用した登録申請手続を説明する

「登録申請相談会」を開催しています。

　詳細は、札幌国税局ホームページに掲載しており

ますので、ご確認ください。

問　国税庁札幌国税局

☎　０１１－２３１－５０１１

HP　https://www.nta.go.jp/about/

　　organization/sapporo/invoice

　　_setsumeikai/index.htm

線状降水帯について（室蘭地方気象台）
　線状降水帯は大気の状態が非常に不安定な時に発

生し、発生した積乱雲により、線状の降水域が数時

間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで、大雨

をもたらすものです。

　気象庁では、令和３年６月から線状降水帯が発生

したことをお知らせする「顕著な大雨に関する気象

情報」を発表し、今年６月１日から線状降水帯の予

測に基づいて「大雨の半日程度前から注意を促す運

用」を開始しました。大雨による甚大な災害が発生

する可能性が高い情報であり、早めの避難の検討な

どに活用してください。

　さらに、予測精度を高めるため、今後も大学等の

複数の研究機関と連携して線状降水帯のメカニズム

解明に向けた高密度な集中観測を実施します。また、

文部科学省・理化学研究所の全面的な協力を得て、

スーパーコンピュータ「富岳」を活用して、開発中

の予報モデルのリアルタイムシミュレーション実験

を実施します。

問　室蘭地方気象台

☎　０１４３－２２－３２２７

HP　https://www.jma.go.jp/jma/index.html

門別警察署からのお知らせ
１　秋のヒグマによる人身被害の防止

⑴複数で行動し、音で存在を知らせましょう。

　野山には１人で入らず、複数で行動するようにし

ましょう。　　　　　　　

　入山する時は、クマ鈴やラジオ等を持って、会話

しながら、人の存在を知らせましょう。

⑵ヒグマの出没情報等に気を付けましょう。

　薄暗いときの行動は避け、野山に入る前には、新

聞やテレビなどで、ヒグマの出没情報等を確認しま

しょう。

⑶残飯や生ゴミの処理には注意しましょう。

　ヒグマは、いったんゴミの味を覚えると、それを

目当てにゴミ捨て場などに繰り返し出没するように

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

知っていますか？
けんたいきょう

建退共制度
　建退共制度は、中小企業退職

金共済法にもとづき建設現場労

働者の福祉の増進と建設業を営

む中小企業の振興を目的として

設立された退職金制度です。

お問い
合わせ

建設業退職金共済事業本部　北海道支部
電話 ０１１－２６１－６１８６

さらに詳しく…
　ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、Ｑ

＆Ａなど建退共制度の知りたい情報が記載されてい

ます。是非、アクセスしてご覧ください !!

建退共制度の６つの特長

❶ 国の制度なので安全確実かつ簡単

❷ 退職金は企業間を通算して計算

❸ 国が掛金の一部を負担

❹ 掛金は損金扱い

❺ 経営事項審査で加点

❻ 電子申請で手続き可能

建退共 検索
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なります。

　ゴミを野外に放置したり、埋めたりしないように

しましょう。

⑷フンや足跡、食べた跡を見つけたら、すぐに引き

返しましょう。

　ヒグマのフンや足跡、草や木などが食いちぎられ

た跡などを見つけたときは、すぐに引き返しましょう。

⑸落ち着いて行動しましょう。

　万が一、ヒグマに遭遇した場合は、落ち着いて行

動しましょう。

　逃げたり、さわいだり、慌てて行動すると、かえっ

てヒグマを興奮させ、襲われる危険があります。

　リュックや持ち物の回収はせず、ゆっくりと静か

に立ち去りましょう。

２　キノコ採りなどによる事故の防止について

　例年、キノコなどを求めて入山し、山中で道に迷っ

たり、沢に転落したりする事故が発生しています。

⑴行き先を家族に伝えましょう。

⑵無理に山奥に入らないようにしましょう。

⑶単独での入山は避けましょう。

⑷目立つ色の服装で入山しましょう。

⑸携帯電話やホイッスルを持ちましょう

３　詐欺電話がきたら＃９１１０

　「俺だけど急にお金が必要になった」、「還付金が

あるからＡＴＭに行って」、「キャッシュカードの交

換が必要」、「名義貸しは違法、逮捕される」などの

電話は、詐欺の電話です。

　詐欺電話がきたら＃９１１０に電話してくださ

い。＃９１１０は北海道警察の相談ダイヤルです。

４　クレジットカードの不正利用について

　クレジットカードの不正利用についての被害相談

が増えています。

　実在するクレジットカード会社名やロゴ等を使用

した偽電子メールが送られてきて、その文中にある

リンクをクリックしてしまうと、本物そっくりの

フィッシングサイトに誘導されます。

　フィッシングサイトで、クレジットカード番号や

個人情報を入力してしまうと、その情報は犯人に知

られて悪用されてしまいますので、安易にメールの

リンクをクリックしたり、添付ファイルやＵＲＬを

開いたりせずに、公式アプリやブックマークからア

クセスするようにしましょう。

５　薬物乱用の防止について～薬物、ダメ。ゼッタイ。

  覚醒剤や大麻などの薬物を乱用すると、身体や精

神がボロボロになり、記憶障害や人格変化により、

以前と同様の生活を続けることができなくなるばか

りか、場合によっては死に至ることもあります。

　また、薬物乱用は周囲の大切な人を巻き込むこと

となるだけでなく、幻覚や妄想による殺人、薬物の

購入代金欲しさによる強盗や窃盗、重大な交通事故

など取り返しの付かない事件につながるおそれがあ

り、社会全体に被害を与えます。

　薬物に関してのご相談は、門別警察署までお寄せ

ください。

６　指名手配被疑者の検挙に関するお願い

　全国の警察では、殺人・強盗などの凶悪犯罪事件

被疑者のほか、傷害・窃盗・詐欺などの事件に関し

ても手配被疑者として手配しており、その者は更に

犯罪を行うおそれもあります。

　指名手配被疑者の発見には、皆さまのご協力が是

非とも必要となりますので、よく似た人を見かけた

など、わずかな情報でも、警察への連絡をお願いし

ます。

７　不法就労・不法滞在撲滅に関するお願い

　外国人技能実習制度やコロナ過における在留特別

措置を悪用した不法滞在や不法就労などの犯罪が起

きています。

　これらの犯罪には国際的な犯罪組織の関与が疑わ

れていて、地域の安全を脅かしています。

　犯罪の防止や検挙には皆さんからの情報が重要で

す。「おかしいな？」と思ったら警察への連絡をお

願いします。

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

門別警察署マスコット

キャラクター「門別ナイト」
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☎　電話番号　FAX　ファックス番号　ﾒｰﾙ　メールアドレス

問　お問い合わせ先　申　お申し込み先　HP　ホームページ
まちの掲示板

９９月の

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせですお子さん等の健診・予防接種のお知らせです

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽よいこ健診
　　　７日（水）　門別公民館

▽子育てひろば（育児相談）
　　１４日（水）　サンポッケ

▽ゲートキーパー研修会
　　１５日（木）門別総合町民センター

▽赤ちゃん健診
　　２８日（水）門別公民館

▽産後の母親教室 
　　３０日（金）子育て支援センターわくわく館

☆予防接種　
門別地区
※子育て健康課へ要予約

　（☎ ０１４５６－２－６５７１）

富川国保診療所　

〈日本脳炎〉

 　５日（月）１５：００～１６：００

　 対象：高校１年生～２０歳

門別国保病院

〈ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・Ｂ型肝炎・麻しん　  

風しん混合第一期（１～２歳）・水痘・ＢＣＧ・ロタ〉

　２２日（木）を除く毎週木曜日

　１３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　２１日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳から（平成２１年１０月２日以降生まれ）

〈子宮頸がん予防〉

　１４日（水）　１５：００～１６：００　

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

　２０日（火）　１５：００～１６：００　

　　対象：高校１年生～平成９年度生まれ女子

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方には個別にお知らせします。

日高地区
日高国保診療所

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５

　小児の定期予防接種は個別にお知らせします。

〈高齢者肺炎球菌〉

　毎週水曜日　１３：００～１３：１５　

※日高国保診療所へ要予約

　（☎ ０１４５７－６－２１５５）　

　対象の方には個別にお知らせします。

勤務場所 門別地区の学校給食調理場

勤務時間 午前８時～午後４時

採用条件 通勤可能で健康な方

賃　金
日給 6,510 円

※通勤手当支給 （２km 以上）

休　暇 年次有給休暇制度あり

保　険 厚生年金 ・ 健康保険 ・ 雇用保険

募集期限

随時募集

※市販の履歴書に記載のうえお申し

込み願います。 （写真添付・郵送可）

お申し込み・

お問い合わ

せ先

〒０５５－０００４

日高町富川東６丁目３－１

日高町教育委員会 管理課　

☎　０１４５６－２－３７２１

学校給食調理員を募集しています！！　

門別温泉とねっこの湯 ・ とねっこ館
営業のお知らせ

2022 ホッカイドウ競馬
門別競馬場で開催中 !!

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！　

４／１３(水)～４／１３(水)～
      １１／１０(木)      １１／１０(木)

９／２０（火）～２２（木）　９／２０（火）～２２（木）　日高町ＷＥＥＫ日高町ＷＥＥＫ　開催！！　開催！！

～共に走る。～共に走る。

＜とねっこの湯＞＜とねっこの湯＞  電話　０１４５６－３－４１２６電話　０１４５６－３－４１２６
営業時間　午前１０時～午後１０時営業時間　午前１０時～午後１０時
　　　　　※入館は午後９時３０分まで　　　　　※入館は午後９時３０分まで
休館日　　９月２０日（火）休館日　　９月２０日（火）

＜とねっこ館＞ ＜とねっこ館＞ 電話　０１４５６－２－２２２１電話　０１４５６－２－２２２１
営業時間　午前１０時～午後８時３０分営業時間　午前１０時～午後８時３０分
休館日　　毎週月曜日休館日　　毎週月曜日
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    1 2  3

5 6 7  8 9  10

12 13 14  15 16  17

19 20 21  22 23  24

26 27 28  29 30

わくわく館わくわく館
◎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」

・「うさきりんさん・・・うさぎ：走れる

　子～　きりん：誕生日がＨ３１（２０１９）

　年３月以前の子」

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、１３日（火）、２７日(火）が

身体測定の日です。

◎９月１日（木）より、敬老の日ハガキ制

作を始めます。ハガキはこちらで用意し

ます。わくわく館開放時間に来て作って

下さい。

◎９月の子育て講座は、「大事な自分を

セルフケア～神経系アプローチ～」です。

　講師は佐渡 貴子さんです。

　時間　１０：００～１２：００　　　　

　申込　９月２１日（水）までにお願いし

ます。託児の講座になります。

月 火 水 木 金

とみかわ児童館とみかわ児童館 もんべつ児童館もんべつ児童館

  １日（木）　カミであそぼう
　９日（金）　スーパーじどうくらぶ
１５日（木）　ぬりえの日
２２日（木）　キラキラちゃれんじ
２８日（水）　とねっこおはなし会
２９日（木）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

  ２日（金）　わくわくちゃれんじ
　７日（水）　ぬりえの日
　９日（金）　わくわく映画館
１４日（水）　ニコニコわかばのおはなし会
１６日（金）　けいろうの日こうさく会
３０日（金）　カレンダーづくり
休館日　毎週日曜日、祝日

利用時間　　相談：  ９：００～１７：００　
　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

　・わくわく通信・行事予定表が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」→「ライフインデックス　出産・子育て」

　　→「関連リンク　わくわく館・わくわく通信」

開放

開放

大きいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

開放

開放

開放

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

コロチューバー・ハムハム

ワンワン・いぬい’ず

開放

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

敬老の日

休館日

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

コロチューバー・ハムハム

子育て講座

開放

秋分の日

休館日

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

ミルキー

ティガーファーム

開放

開放

うさきりんさん

母親教室

開放

開放

☎　０１４５６－２－３０４４
開館時間　９時～１７時

利用時間
７時～日没

☎　０１４５６－２－５５２２
開館時間　９時～１７時

☎　０１４５６－２－３０４８
予定表の上段が午前、下段が午後の行事となります

ＥＥＶＶＥＥＮＮＴＴＳ　Ｓ　～９月のイベント情報

土

問　教育委員会社会教育課　施設管理グループ

☎　０１４５６－２－２４５１

門別総合町民センター門別総合町民センター
（福祉センター・スポーツセンター）（福祉センター・スポーツセンター）

〈福祉センター〉

　４日（日）　ひだか de コンサート（予定）

１０日（土）　日高西部消防組合職員採用試験

〈スポーツセンター〉

　９日（金）　日高西部消防組合職員採用試験前日準備

１０日（土）　日高西部消防組合職員採用試験

１１日（日）　門別オープン卓球選手権大会（予定）

※９月１２日から１０月７日の期間、ワックス塗布及びコー

トライン張り替えのため、アリーナの利用を休止します。（小

体育館・トレーニング室は利用できます。）期間の変更等があ

りましたら町ホームページ等でお知らせします。

休館日　毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）

開館時間
９時～２１時

門別中央パークゴルフ場門別中央パークゴルフ場

２５日（日）　スポーツフェティバル　町民ＰＧ大会（予定）　

・パークゴルフ場の利用時間は午前７時から日没まで

です。

門別中央スポーツホール門別中央スポーツホール
　８月１日現在、予定の行事はありません。
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問　役場子育て健康課　健康増進グループ　　　☎　０１４５６－２－６５７１

　　総合支所地域住民課　健康・介護グループ　☎　０１４５７－６－３１７３



ひとのうごきひとのうごき

・令和４年７月末現在

こんにちは赤ちゃんこんにちは赤ちゃん

・令和４年７月届出分

　　　　１００歳１００歳　　おめでとうございますおめでとうございます

ふるさと日高応援寄附金ふるさと日高応援寄附金

・令和４年７月受領分
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人口 11,035 人
前月比

△ 19 人

男性 5,494 人 △ 7 人

女性 5,541 人 △ 12 人

世帯数 5,987 世帯 △ 2 世帯

外国人 387 人 ＋ 8 人

件数 金額

１５０件 ３，０５７，０００円

日高町への寄附日高町への寄附

・イオン北海道株式会社　様
　環境保全活動の推進のため、レジ袋収

益金をご寄附いただきました。

・大阪府立堺工科高等学校　様
　北海道胆振東部地震災害見舞金として

金一封をご寄附いただきました。

社会福祉協議会への寄附社会福祉協議会への寄附
・令和４年７月受領分

富川東 大野　昭子 様 金一封

正和 富本 多嘉子 様 金一封

門別本町 松本　節子 様 金一封

今月の表紙とあわせて

住所 氏名 父／母

ま ち の 話 題ま ち の 話 題

富川二葉保育所　父母会による「おはなし会」

日高の夜空に輝く大輪の花

　７月１５日、富川二葉保育所の父母会によるおはなし会が行われまし

た。富川二葉保育所は、令和５年度より富川ひばり幼稚園が運営する幼

保連携型認定こども園に移行する予定となっており、現在の保育所での

思い出作りにと企画されました。

　おはなし会では、昔話「おおきなかぶ」

に合わせ、４名の保護者が大きなかぶ

やおじいさんなどを演じ、鑑賞してい

た児童が途中から参加するサプライズ

もありました。かぶを引っこ抜くシー

ンでは一緒にセリフを口にして楽しい

ひと時を過ごしました。

　７月２３日、３年ぶりに開催され

たひだか樹魂まつり。これまでより

２００発多い２，０００発の花火が夜

空を彩りました。

　初登場の「５号玉」の打ち上げも

行われ、訪れた多くの方々を魅了し

ました。来年は第５０回の記念大会

となる予定です。

祝

　７月４日に１００歳を迎えられた松

平キクヱさん（豊郷）に祝状と記念品

が贈られました。

　７月２８日に１００歳を迎えられた

濱本俊則さん（豊田）に祝状と記念品

が贈られました。


