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　８月２０日、門別総合町民センター駐車場において、

日高町商工会青年部主催の「第４回ＨＩＤＡＫＡはた

らく自動車大集合！」が行われました。

　商工会青年部では、事故防止や安全運転の啓発に取

り組んでおり、その一環として本イベントが開催され

ました。

　パトカーや自衛隊車両のほか、町内の事業所が保有

する作業用車両など約２０台が展示され、家族連れが

写真をとるなどして楽しみました。

　８月２５日、沙流太ほおずき絆の会（金子俊会長）

と富川高校３年生により、ほおずきの花弁除去作業が

行われました。

　ほおずきの枯れた花弁による病気の発生を防ぐため

の作業で、約７００㎡に植えられたほおずきをかき分

け、丁寧に花弁を除去していました。

　富川高校生たちは熱い日差しの中、おいしいほおず

きになるようにと汗をかきながら作業し、収穫に期待

をよせていました。

　日高管内７町で組織する日高町村会と日高振興局で

は日本女子大学 (東京都文京区 )と令和３年８月に相

互協力による協定を締結しました。

　９月１日に、協定による事業として、人間社会学部

文化学科、家政学部児童学科の皆さんがそれぞれ日高

町を訪問しました。

　家政学部の皆さんは、私立ひばり幼稚園、町立わか

ば保育所を訪問し「早寝早起き朝ごはん運動」をテー

マにしたミニイベントを行い、園児と交流しました。

　８月３０日、門別ふれあいセンターにおいて、門別

小学校に通う３年生から６年生の児童と門別本町長寿

会の会員が年齢問わず楽しめるスポーツ「カーリンコ

ン」を通して交流会を行いました。

　子ども達の上達の早さに日頃からカーリンコンを楽

しんでいる長寿会の方も「持ち方や投げ方を変えて、

工夫してやっている」と驚いている様子でした。ナイ

スショットには、一緒に喜び合うなど、終始和やかに

交流を楽しんでいました。

見て、 乗って　はたらく自動車大集合！

収穫間近　ほおずきの花弁除去作業

日本女子大学との相互協力事業

小学生と老人クラブの交流会

展示された「はたらく自動車」

花弁除去作業を行う富川高校生たち

ひばり幼稚園で行われたミニイベント

白熱した対戦が行われたカーリンコン交流会
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　７月２１日に開催された２０２２日胆畜産共進会

（黒毛和種・未経産の部）で日高地区の互野嘉伸さんの

「せせらぎ３」が見事最高位賞を受賞し、９月１０日に

行われる全道大会に出場することが決まりました。

　また、伊藤俊介さん、八紘学園さんの牛も同部門で

優秀な成績を収め、全道大会に出場します。

　全道大会での入賞を期待します。

　北海道中学校卓球大会で準優勝となり、８月１９日

から苫小牧市で開催された全国中学校卓球大会に山田

杏璃さん（門別中３年）が出場しました。

　山田さんは、女子個人戦の２回戦から登場。連勝し

臨んだ４回戦で惜しくも敗退し、結果はベスト１６と

なりましたが、全国各地の代表との対戦も臆すること

なく戦い抜きました。

　８月１７日から徳島県で開催された阿波おどりカッ

プ全国学童軟式野球大会２０２２にＪＢＣ日高ブレイ

ヴが出場しました。

　２回戦から登場し、兵庫代表に１１対４で勝利。大

阪代表と対戦した３回戦では、３対１０で敗戦となり、

準決勝進出とはなりませんでしたが、初めての道外遠

征や厳しい暑さに負けず、最後まで戦いました。

　８月２０日に開催された２０２２日胆畜産共進会　

（乳用牛・未経産の部）で門別地区の立石健晃さんの

「ノースドリーム　ハッピーティクトック」が見事最

高位賞を受賞し、９月２４日に行われる全道大会に出

場することが決まりました。

　また、梅村義郎さんの牛も同部門で優秀な成績を収

め、全道大会に出場します。

　全道大会での入賞を期待します。

（黒毛和種・未経産の部）互野嘉伸さん

（中体連卓球）山田杏璃さん（門別中３年）

（軟式少年野球）ＪＢＣ日高ブレイヴ

（乳用牛・未経産の部）　立石健晃さん

２０２２日胆畜産共進会が３年ぶりに開催　

黒毛和種牛の部と乳用牛の部最高位受賞

快挙！！全国大会出場

中体連卓球 山田杏璃さん、軟式少年野球 ＪＢＣ日高ブレイヴ

互野さんの「せせらぎ３」

写真提供：ジェネティクス北海道

立石さんの「ノースドリーム　ハッピーティクトック」
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

問　門別国民健康保険病院　事務グループ　☎　０１４５６－２－５３１１

富川国保診療所　
午後診療休診のお知らせ

門別国保病院　インフルエンザ予防接種のお知らせ

「第５０回門別ししゃも祭り」
中止のお知らせ

　９月５日より午後の診療を再開しました

が、新型コロナワクチンの予防接種のため、

１０月１７日（月）より当面の間、午後の

診療を休診することとしました。患者様に

はご不便をお掛けしますが、ご了承くださ

いますようよろしくお願いいたします。

　なお、午後の診療を再開するときには、

改めて町広報誌やホームページ等でお知ら

せしますのでご確認ください。

〇外来診療時間

　近年の深刻なししゃも資源の低下及び新

型コロナウイルスの感染拡大の状況から、

１０月に開催を予定しておりました「第

５０回門別ししゃも祭り」は中止すること

となりました。

　ししゃも資源の回復を願い、次回の開催

にむけて準備して参りますので、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

問　富川国保診療所　事務グループ

☎　０１４５６－２－０３４０

問　門別ししゃも祭り実行委員会

　　（役場商工観光課内）

☎　０１４５６－２－６０３１

期間 　１０月１７日から当面の間

診療

時間
　午前８時３０分～１２時００分

（受付時間：午前８時３０分～１１時３０分）

＊＊ 予防接種は完全予約制で電話予約のみです。＊＊

予約受付 １０月３１日（月）から　※ワクチンが無くなりしだい終了

予約方法及び

受付時間

電話予約　０１４５６－２－５２０５

受付時間　午前９時～正午（１２時）、午後１時～午後５時

予約に必要

な情報

住所 ･ 氏名 ･ 性別 ･ 生年月日 ･ 診察券番号 ･ 接種時満年齢 ･ 電話番号 ･

接種希望日をお伺いします。

接種期間 １１月８日 (火 )　～　１２月６日 (火 )　※土・日・祝日を除く

接種時間
午前の部　 午前１０時  ～  午前１１時３０分　　　

午後の部　 午後　３時　～　午後　４時３０分

お願い

・接種予診票は、門別国保病院、役場子育て健康課、水・くらしサービス

センター、厚賀出張所にありますので、接種当日記入したものをお持ち

いただくと受付がスムーズにできます。是非ご活用下さい。

・子ども(１２歳以下)の１回目又は２回目のみの予約は出来ません。(２

回セットの予約となります )

その他
日高国保診療所、富川国保診療所での接種日程については、現時点で未

定です。接種日程は広報１１月号でお知らせする予定です。
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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

１０月の相談日・・・

　　　２５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

１０月の相談日・・・１１日（火）　午後１時３０分～午後３時

　　　　　　　　　　２５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

１０月の相談日・・・

３日（月） ５日（水） １２日（水）

１７日（月） １９日（水） ２４日（月）

２６日（水） ３１日（月）

○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

巡回行政相談所を開設します
　１０月１７日（月）から２３（日）

は「行政相談週間」です。

　行政相談とは国の行政機関や一

部の特殊法人などの業務の相談に

応じ、お住まいの地域の行政相談

員が相談者に対して必要な助言を

行うとともに、当局または関係行

政機関等に相談内容を通知し解決

を促進します。

　相談は無料で秘密は厳重に守ら

れます。お気軽にご相談ください。

問　役場住民生活課　住民・年金グループ　　　　　　☎　０１４５６－２－６１８２　

　　総合支所地域住民課　総務・税務・住民グループ　☎　０１４５７－６－２００１

日 時 会　場

１０月１９日（水）
午前１０時から

午後３時まで

サンポッケ

２階小会議室

１０月２０日（木）
午前１０時から

正午 (１２時 ) まで

厚賀出張所

２階会議室

１０月２０日（木）
午後１時から

午後３時まで

門別公民館

２階第３研修室

１０月２１日（金）
午前１０時から

正午 (１２時 ) まで

富川公会堂

２階小会議室
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

光ブロードバンド加入促進補助金　受付期間を延長しました

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

　町内で進められていた光回線未提供エリアへの光回線整備工事が６月上旬に完了し、町内全域で光ブ　町内で進められていた光回線未提供エリアへの光回線整備工事が６月上旬に完了し、町内全域で光ブ

ロードバンドサービスが利用できるようになりました。ロードバンドサービスが利用できるようになりました。

　町では、皆様の光ブロードバンド加入を促進するため、新規の光回線契約者に対する補助制度を設け　町では、皆様の光ブロードバンド加入を促進するため、新規の光回線契約者に対する補助制度を設け

ていましたが、サービス提供が当初の予定より遅れたことなどを踏まえ、９月３０日までとしていた補ていましたが、サービス提供が当初の予定より遅れたことなどを踏まえ、９月３０日までとしていた補

助金の受付期間を令和５年３月３１日まで延長することとしました。助金の受付期間を令和５年３月３１日まで延長することとしました。

　この補助金は、新たにエリア拡大となった地域以外にお住まいの方でも、新規に光回線を契約された　この補助金は、新たにエリア拡大となった地域以外にお住まいの方でも、新規に光回線を契約された

場合も対象となります。この機会にぜひ、光回線の利用をご検討ください。場合も対象となります。この機会にぜひ、光回線の利用をご検討ください。

　仮加入申込書を提出していただき、各自で通　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。となります。

○手続きの流れ○手続きの流れ

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

１０月は「食品ロス削減月間」です

食品ロスの削減に一緒に取り組みましょう！

買いすぎない　

お出かけ前に

冷蔵庫確認

作りすぎない　

残ったらリメイ

ク・冷凍保存

むきすぎない　

野菜の茎や皮

も有効活用

捨てすぎない

賞味期限を

正しく理解

「もったいない」

「ありがとう」

を大切に

① ② ③ ④ ⑤

　問　役場子育て健康課　健康増進グループ　☎　０１４５６－２－６５７１

受付期間 令和５年３月３１日まで

補助金額 １回線につき１０，０００円

対象者
新たに光回線の契約を行った個人又

は法人（１回限り）

受付窓口

・役場企画財政課（２階）

・総合支所地域経済課

・水・くらしサービスセンター

・厚賀出張所

申請に必要

なもの

・補助金交付申請書（要押印）

・振込先通帳の写し

・回線契約が確認できる書類の写し

　（例：開通のご案内　等）

・通信事業者との契約について

　ＮＴＴ東日本又は光コラボレーション事

業者どちらの契約でも補助金の対象となり

ます。（町では契約のあっせんは行っていません）
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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

とねっこ館運動指導室 

１０～１２月レッスン参加者募集
　新型コロナウイルス感染予防のため、通常のレッスンよりも定員数の削減及びレッス

ン時間を短縮しています。なお、地域の感染状況により、レッスンを中止する場合があ

りますのでご了承ください。皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

登録制有料レッスン

水曜日

１０月１２日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
体引き締めダイエット

１９ ： ００～１９ ： ４５
格闘技エクササイズ

全身の筋肉を鍛え、

太りにくい体を作りましょう！

定員１５名

格闘技系エクササイズです。

ストレス発散にも効果あり！！

定員１０名

木曜日

１０月１３日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
やさしい格闘技エクササイズ

１４ ： ００～１４ ： ４０
流水水中運動

簡単なパンチとキックを

組み合わせて脂肪を

燃焼させましょう！！

定員１０名

水の中で体を動かして、

気になる部分を引き締めましょう！

流水リラクゼーション含む

定員１０名

金曜日

１０月１４日～

１１ ： ００～１１ ： ４５
チェアビクス

１４ ： ００～１４ ： ４０
アクアエクササイズ

イスに座って体をほぐしたり、

音楽に合わせゆっくり体を動かす

エクササイズです。

定員１５名

水の中で音楽に合わせて

体を動かしてみましょう。

（ダンベル等を使うこともあり）

定員１０名

土曜日

１０月１５日～

１０ ： １５～１１ ： ００
かんたんヨガ

１１ ： １５～１２ ： ００
脂肪燃焼エアロ

簡単なヨガの動きを取り入れて、

体の痛みの予防、 解消に繋げる

エクササイズです。

定員１５名

エアロビクスが初めての方でも

気軽に参加できる、 瘦せるための

エアロビクスです。

定員１０名

※無料レッスンは、コロナウイルス感染予防のため引き続き中止します。

【レッスン参加料】 登録制有料レッスン　５００円／１種類（各１１回）

【スポーツ保険料】　６５歳未満：１，９１０円　

６５歳以上：１，２６０円（令和５年３月末まで有効）

　・有料レッスン、無料レッスンに関わらず、とねっこ館入館料として毎回５００円かかります。

　・とねっこ館に登録していない方は、半年分の登録料として１，０００円かかります。

【実施場所】 とねっこ館　研修室・歩行プール

【申込期間】 ９月２２日（木）～随時

【申込先】 役場子育て健康課　健康増進Ｇ　☎０１４５６－２－６５７１　（土・日曜日は除きます）

とねっこ館運動指導室　　   ☎０１４５６－２－２２２１　（月曜日は除きます）

とねっこ館では、下記のように新型コロナウイルス感染予防対策を実施しています。

『定期的な換気』『ソーシャルディスタンス』『マシン及び館内のアルコール消毒の徹底』

『スタッフのマスク着用』『スタッフ及び来館者の体温測定』『飛沫シート設置』
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無料対象者

日高町に住所を有し、令和４年度中に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、

８５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる方

年齢 生年月日

６５歳 昭和３２年４月２日　～　昭和３３年４月１日生の者

７０歳 昭和２７年４月２日　～　昭和２８年４月１日生の者

７５歳 昭和２２年４月２日　～　昭和２３年４月１日生の者

８０歳 昭和１７年４月２日　～　昭和１８年４月１日生の者

８５歳 昭和１２年４月２日　～　昭和１３年４月１日生の者

９０歳 昭和　７年４月２日　～　昭和　８年４月１日生の者

９５歳 昭和　２年４月２日　～　昭和　３年４月１日生の者

１００歳 大正１１年４月２日　～　大正１２年４月１日生の者

満６０歳から満６４歳で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能又はヒト免

疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方（身体障害者手帳１級

を所持されている方）

接種費用
門別国保病院、富川国保診療所、日高国保診療所、勤医協厚賀診療所で接

種する場合は無料
※上記医療機関以外は任意接種となり助成額には上限があります

注意事項
過去に高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種又は接種費用の助成を受けたこ

とがある方は対象になりません

その他 対象者の方へは、５月に案内文書を送付しています

助成対象者 日高町に住所を有する満７０歳以上で定期接種の対象とならない方

注意事項
過去に高齢者肺炎球菌予防接種の定期接種又は接種費用の助成を受けたこ

とがある方は対象になりません

接種申込 接種を行う医療機関に直接お問い合わせください

助成方法

①指定医療機関で接種した場合

　（門別国保病院、富川国保診療所、日高国保診療所、勤医協厚賀診療所）

　医療機関が定める金額から町の助成額５，０００円を差し引いた額を自己負担とし

て医療機関窓口で支払います。

②指定医療機関以外で接種した場合（償還払い）

　医療機関が定める金額を支払ったうえ、領収書、予防接種済証、印鑑を持参し、

助成の申請を役場窓口（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）で行ってください。

その他 助成対象とならない方は全額自己負担での接種となります

高齢者肺炎球菌予防接種について（定期接種・任意接種）

○定期接種について（該当する方は無料で接種できます）

○任意接種について（要件に該当する方は接種費用の助成があります）

　定期接種の対象にならない方でも、任意で高齢者肺炎球菌予防接種を受けることができますが、接

種費用は自己負担となります。町では、次に該当する方へ接種費用の助成をしています。

　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
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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

 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。

受けられる健（検）診名

特定健診 胃がん検診（バリウム検査） 肺がん検診（Ｘ線）

大腸がん検診（便検査） 前立腺がん検診 乳がん検診【厚賀会場のみ】  

肝炎ウイルス検診 骨粗しょう症検診 エキノコックス症検診

成人歯科健診 【日高・厚賀会

場のみ】
ヘリコバクター・ピロリ菌検査 風しん抗体検査 

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。

※各健（検）診の負担金などの詳細は、広報９月をご覧いただくか、役場子育て健康課または総合

支所地域住民課までお問い合わせ下さい。

※待ち時間短縮のため、時間を区切って受付します。

　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。
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風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます

　本州の大都市圏を中心に、風しん患者が増えています。特に、定期接種の機会が一度もなかった昭

和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性が、他の世代に比べ免疫が低い方が多い状況です。

　令和７年３月末までの間、対象者は無料で抗体検査及び予防接種が受けられます。

集団検診会場でも、抗体検査が受けられます。（予防接種は実施していません）

　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

対象者

昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性

対象者の方へは、既にクーポン券を郵送しておりますが、記載の有効期限にかかわ

らず令和７年３月末まで利用が可能です。以前お送りしたものもそのままお使いい

ただけます。

注意事項 抗体検査を受けていただき、十分な抗体がない方が予防接種の対象となります。

医療機関名 電話予約受付時間 予約
受診可能項目

抗体検査 予防接種

門別国保病院
☎　０１４５６－２－５３１１

月～金曜

 ８：３０～１１：３０

１３：００～１６：００

要予約 ○ ○

日高国保診療所
☎　０１４５７－６－２１５５

月～金曜

 ８：３０～１１：３０

１３：００～１６：００

要予約 ○ ○

富川国保診療所
☎　０１４５６－２－０３４０

月～金曜

 ８：３０～１１：３０

１３：３０～１６：００

要予約 ○ ○

勤医協厚賀診療所
☎　０１４５６－５－２７１１

木・金曜

 ９：００～１２：００
要予約 ○ ○

集団検診会場 電話予約先 予約
受診可能項目

抗体検査 予防接種

１０月２８日（金）

ひだかこもれびホール
総合支所地域住民課
☎　０１４５７－６－３１７３

要予約 ○ ×

１０月２９日（土）

門別公民館
役場子育て健康課
☎　０１４５６－２－６５７１

要予約 ○ ×

１０月３０日（日）・３１（月）

富川公会堂
役場子育て健康課
☎　０１４５６－２－６５７１

要予約 ○ ×

１１月１１日（金）　　　　　　　　　　　　

厚賀会館
役場子育て健康課
☎　０１４５６－２－６５７１

要予約 ○ ×

クーポン券は下記の医療機関で使用できます。直接予約し抗体検査、予防接種を受けて下さい。
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知っていますか？風しん

　風しんはウイルス性の感染症です。はしか（麻しん）

に似た症状ですが、はしかよりも短期間で症状が治ま

るため「三日はしか」とも言われます。感染すると、

症状が出ないこともありますが、重篤な症状が出現す

る場合もあります。

風しんってどんな症状？

　主たる症状は、発熱・発しん・リンパ節の腫れです。

脳炎や血小板減少性紫斑病を合併し、入院加療を必要

とすることもあるため、軽視できない感染症です。風

しんには特別な治療法はなく、症状に応じた対処療法

が行われます。

　特に免疫のない妊婦が妊娠初期に風しんに感染する

と、胎児にも風しんウイルスが感染し、胎児に先天性

風しん症候群と言われる障害（難聴・白内障・先天性

心疾患）を引き起こす可能性があります。胎児が元気

に育っていくためにも、風しんを予防していくことが

必要です。

風しんの感染経路

　風しんウイルスはヒトからヒトへ感染します。咳や

くしゃみに含まれるウイルスを吸い込むことによって

感染する「飛沫感染」、ウイルスが付着した手で口や

鼻を触ることにより感染する「接触感染」が感染経路

です。

　風しんウイルスには強い

感染力があり、１人の風しん

患者から５～７人に感染さ

せると言われています。発し

んが出現する１週間前後は、

周囲に感染させる期間です。

　近年、海外で感染し、帰国後に発症する例がみられ

ています。

予防しよう！風しん

　風しんはワクチンを接種することで感染を予防する

ことができます。

　妊婦は風しんワクチンを接種することができないた

め、周囲からウイルスを持ち込まないように注意する

ことが必要です。その際、同居するご家族がワクチン

接種をすることも有効です。

昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの

男性へ

　この世代の男性は、公的なワクチン接種を受ける機

会がなかったため、抗体保有率が他の世代と比較し低

く（約８０％）なっています。令和７年３月末までに

限り無料で抗体検査と定期接種を受けることができま

すので、この機会にぜひご利用ください。

　詳しくは１０ページをご覧ください。

妊婦の配偶者を対象に助成しています

　町では、妊婦の配偶者を対象に抗体検査及び予防接

種の助成をしています。抗体検査及び予防接種は、下

記の医療機関で実施しています。

　詳しくは妊娠届出時にお渡ししたリーフレットをご

覧ください。

１９歳～４９歳の女性を対象に助成しています

　町では、この世代の女性を対象に抗体検査及び予防

接種の助成をしています。抗体検査及び予防接種は、

下記の医療機関で実施しています。

○抗体検査及び予防接種が可能な町内医療機関

医療機関名 電話番号

門別国保病院 ☎　０１４５６－２－５３１１

日高国保診療所 ☎　０１４５７－６－２１５５

富川国保診療所 ☎　０１４５６－２－０３４０

勤医協厚賀診療所 ☎　０１４５６－５－２７１１

　抗体検査及び予防接種についての詳細は、子育て健

康課までお問い合わせください。

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
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赤い羽根共同募金　～日高町限定の寄付金付きバッジ～

　日高町共同募金委員会では、日高町限定の寄付金付きバッジを作成いたしました。

　今年のキャラクターは、原口圭二牧場で誕生した「ミホノブルボン」です。原口

圭二様と㈱スマイルファーム様のご厚意で制作することができました。

　寄付金付きピンバッジは、地域限定で募金金額５００円のうち材料費や製作費を

除いた金額が赤い羽根共同募金に寄付される数量限定商品です。

　寄付されたお金は、体が不自由な方や高齢者の皆様が地域で安心して生活できる

ための支援金として活用させていただきます。

　日高町共同募金委員会事務局（社会福祉協議会内）において取り扱いしています。

問　日高町社会福祉協議会　☎　０１４５６－２－６６７０

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８月２５日

町道富川西南１号線外２路線　道路整備工事 磯田建設㈱ 14,950,000 円 93.32%

令和４年度社会資本総合整備事業 
町道１５号線歩道整備工事

登建設工業㈱ 32,300,000 円 94.78%

町道厚賀２４号線　排水整備工事 ㈱オクヤ 4,500,000 円 96.36%

令和４年度日高町特定環境保全公共下水道事業 
マンホール蓋更新工事

㈱オクヤ 3,500,000 円 96.95%

町道市内６号線舗装修繕工事 道路建設㈱本店 17,150,000 円 95.01%

日高歯科診療所屋根葺替工事 ㈱泰成建設 3,650,000 円 94.56%

令和４年度公営住宅屋根・外壁塗装工事 
（清畠駅前団地５６－Ａ）

㈲桜井塗装店 6,000,000 円 90.63%

令和４年度町営住宅屋根・外壁塗装工事 
（新山手団地）

安田塗装 5,500,000 円 94.18%

・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。

問　役場産業課　農政・畜産グループ　　　　　　　☎　０１４５６－２－６１８５

　　日高振興局　保健環境部環境生活課自然環境係  ☎　０１４６－２２－９２５４

ヒグマに注意　
　１０月３１日（月）までは　「秋のヒグマ注意特別期間」です

ヒグマに出会わないことが一番 ごみはヒグマを呼びよせます

・音を出しながら歩きましょう

・うす暗いときは山に入らないようにし

 ましょう

・ヒグマのフンや足あとなどを見つけた 

 ら、すぐに引きかえしましょう　　

・ぜったいごみを捨てない !!　ごみはす

 べて持ちかえりましょう　

・動物の死体を見つけたら、その場所か 

 らはなれましょう　
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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
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

富川市街地複合施設の基本設計が完了
　富川北に整備を計画しているコミュニティ、行政サービス、バスターミナル機能等を備えた

①　観光エリアは周辺商業施設に近い位置に配置し、観光案内や特産品の販売を行います。

②　交通エリアはバス待合所として、トイレや授乳室も併設し２４時間開放の計画です。

③　ふれあいホールは町民の日常的な利用や休憩など自由に立ち寄ることができます。　

④　キッズホールは室内遊具を設置し、子ども達が自由に遊ぶことができます。

①
観光
エリア ②

交通エリア

③
ふれあい
ホール ④

キッズ
ホール

⑤
多目的
ホール

⑥
行政
エリア

あそびのひろば
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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

しました
複合施設の配置計画をお知らせします。（令和７年４月オープン予定）

⑤　多目的ホールはイベントや運動などで利用できます。

⑥　行政エリアは水くらしサービスセンターの窓口業務を行います。

⑦　散歩のひろばは散策路を設け、屋外イベントにも利用できます。

⑧　バス動線は一方通行とし、バス乗降場には庇
ひさし

を設置します。　

あそびのひろば側から見た完成イメージ図

問　役場市街地活性化対策室　☎　０１４５６－２－６１８１

⑦　散歩のひろば
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こどもから大人まで　教育委員会の活動を紹介します

　文芸もんべつ第３７号の発行に際し、次の要領

により原稿の募集を行います。

創作・レポート ４００字詰原稿用紙３０枚以内

随筆・随想 ４００字詰原稿用紙１０枚以内

詩　 ２０行以内

短歌 ２０首

俳句・川柳 ２０句

締切日 １１月１日（火）

子ども体験クラブ
「自然と遊ぼう！」

門別ことぶき学園第４回本科
「アイヌ文化研修会」

「文芸もんべつ」第３７号原稿募集　～文化協会からのお知らせ～

　８月５日、子ども体験クラブ「自然と遊ぼう！」

が門別自然公園を会場に門別地区の小学生１４名

が参加し行われました。

　自生している草花や木を観察しながら、ヨシや

イタドリを使った笛作りや、笹で作ったプロペラ

を展望台の上から落として回転させる遊びを通し、

日高町の自然を楽しく学びました。

　８月１８日、日高町高齢者大学門別ことぶき学

園の第４回本科「アイヌ文化研修会」が平取町立

二風谷アイヌ文化博物館で行われ、学園生２７名

が参加しました。

　博物館で民族の歴史や文化を学び、隣接する沙

流川歴史館で民族舞踊を見学した後、文様を彫り

込んだコースター制作を実施しました。

　参加者からは「貴重な体験が出来た！」との声

があり、地域文化に触れながら平取町で継承され

る伝統に関心を寄せていました。

問・申　日高町文化協会門別支部事務局

　　　　（教育委員会社会教育課内）

☎　　　０１４５６－２－２４５１

（注意事項）

・作品は、原則として４００字詰原稿用紙を使用

してください。

・「創作・レポート」、「随筆・随想」については、ワー

プロやパソコンを使用しても構いませんが、この

場合は、２３文字×１９行で作成してください。

・作品には必ず題名をつけ、末尾に氏名（ペンネー

ム）、住所、電話番号を記入してください。
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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　

　　１０月の休館日：毎週月曜日、１１日（火）、３０日（日）　　

資料展示「敬老の日読書のすすめ」開催 タイムカプセルの中身をお返しします

　“心ゆたかに生涯読書”をモットーに、公益社

団法人読書推進協議会が作成したブックリスト

「敬老の日読書のすすめ」掲載の図書を展示します。

　老後の暮らしについてのエッセイや健康につ

いての本など、シニア向けの本を約５０冊集め

ました。

　展示中の本は借りることができますので、ご

自宅でゆっくりお読みください。

　平成４年（１９９２年）に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した。

　中に入っていた当時の小学生の作品をお返ししま

すので、お心当たりのある方は事前に連絡願います。

日時
令和４年１０月１８日（火）から

令和５年　３月３０日（木）まで

対象者
タイムカプセルに作品を入れた方、及

びそのご家族の方

※平成４年度に旧門別町内の小学校に通っていた児童の

　うちの一部の方です。

※作品の有無を確認するため、来館前に門別図書館郷土

　資料館までお電話ください。

※お渡しする際にお名前を確認しますので、身分証明書

　をお持ち下さい。

　日高町文化協会主催の文化祭が日高地区、門別地区において次のとおり開催されますので、ご家族、

お友達などお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

　なお、一般参加（展示・発表）についてのお問い合わせは、各支部の事務局までお問い合わせ下さい。　

　※新型コロナウイルスの感染状況により中止する場合があります。

※囲碁・将棋大会は１１月３日に開催されます。

展示部門（日高地区）

会場 日高町立総合体育館アリーナ

日時

１０月２９日（土）

午前１０時から午後５時まで　

１０月３０日（日）

午前１０時から午後３時まで

発表部門（日高地区）

会場 日高町民センター

日時
１０月３０日（日）

午後０時３０分から午後５時まで　

展示部門（門別地区）

会場
門別総合町民センター

（福祉センター）

日時

１１月５日（土）

午前１０時から午後８時まで　

１１月６日（日）

午前１０時から午後５時まで

発表部門（門別地区）

会場
門別総合町民センター

（福祉センター）

日時
１０月３０日（日）

午前１０時から午後５時まで　

日高町文化祭が開催されます　～文化協会からのお知らせ～

問　日高町文化協会門別支部事務局　若狭

　　（教育委員会社会教育課内）

☎　０１４５６－２－２４５１

問　日高町文化協会日高支部事務局　高橋

　　（日高高校内）

☎　０１４５７－６－２６２６

展示期間
　９月２７日（火）から

１０月１６日（日）まで

会場
日高町立門別図書館郷土資料館

図書館ＡＶコーナー前



２０２２広報ひだか 10 月号18

Information　役場からのお知らせくらしインフォ

　色々な職業の方にお話を聞き、自分自身の

「生き方」について考える機会となりました。

知識を深め、仕事の大切さ、厳しさ、面白さ

を学び、自分の将来の進路を考えるきっかけ

となりました。

　講師は、農業の石丸さん、保健師の三輪さん、

イラストを描いている西前さんです。

 【生徒の声】◦講師のお話を聞いて、道具や練習の方法等を知ることができて良かったです。

自分の将来の夢につながると思いました。

【講師の声】◦テレビや YouTube など、メディアの影響もあり、「大変だと聞くけど現場の様子は」

「今、頑張っておいた方がよいことは」「お給料・休日のこと」など、現実的な質問

が多く、現代の若者らしいと思いました。

キャリア教育（３年）

総合的な学習の時間

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９号 Ｒ４．１０

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

ＣＳ富川　毎月１０日は、あいさつ運動　

『真剣だけど、ワクワクする気持ち』

　今年度も「ふるさと学習」が始まっています。昨年度をさ

らに発展させるために、地域や関係機関の皆さんの協力を得

ながら取組を進めています。

　「日高町に多くの人が来てもらえるように、ホームページを

作る時には、見る人が楽しめるようにたくさん話し合って活

動することを意識して」という子どもの思いを大切にしなが

ら活動に取り組んでいます。

門別中学校

門別小学校

職
業
を
学
ぶ

地域を知る ・学ぶ　⇒　発信する

３年 みんなで交通安全

４年 魅力的な『とねっこの湯』を全国発信！

５年 災害被害を防ごう！

６年 全国へ発信！日高町のアピール大使
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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

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８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１８２号

日没、夜間の交差点は見通しが

悪く交通事故に繋がる危険性が

高くなります！

特に右折の際には、一度安全

確認をしてから右折しましょう！

日没から夜間は右からの

自転車交通ルールを守りましょう！

横断歩行者に注意して運転！

「一時停止」の標識では

　　　　　　　　必ず一時停止する

３か月以下の懲役　

　又は　５万円以下の罰金
罰則

飲酒運転は禁止されています！

５年以下の懲役

　又は　１００万円以下の罰金罰則

信号のルールは車と同じです！

　　　気を付けましょう！

３か月以下の懲役　

　又は　５万円以下の罰金
罰則
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Information　役場からのお知らせくらしインフォ

　８月２４日（水）中学生を対象とした１日体験入学を開催しました。日高管内の中学３年生、

約７０名が参加し、全体会で、本校の教育活動について、教務担当教員と生徒会の生徒たち

から説明がありました。また、３年間、富川高校で学んだ卒業生の声を映像で紹介し、社会

に出て求められることや本校で身につけることが出来た力について伝えてもらいました。会

場には、今年度改定された新しい制服も展示されました。全体会後は、希望した体験授業に

参加し、日頃の富川高校の様子を肌で感じてもらいました。

　７月９日（土）～１０日（日）の２日間、富高祭を実施しました。コロナ禍でできなかっ

た行灯行列も３年ぶりに行いました。沿道ではたくさんの町民の方々に見ていただけたこと

を嬉しく思っています。また、今年は保護者のみの一般公開でしたが、PTA のおふくろバ

ザー、模擬店、縁日を実施することができました。吹奏楽部、書道部のパフォーマンスも行

われ、生徒たちは準備期間を含め、富高祭を楽しみました。ご協力いただいた保護者等の皆

様に、厚くお礼申しあげます。
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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

　６月２７日（月）野球部が令和４年度夏季南北海道大会室蘭支部予選に参加しました。本

校では、全校応援を実施しました。野球部員は３年生２名、１年生２名のため、白老東高校、

苫小牧西高校、えりも高校との合同チームでの参加となりました。結果は、浦河高校を相手

に９回まで戦い、最後は力尽き、７－２０の敗戦でした。野球部の生徒には、主将としてチー

ムを牽引した主力選手もいました。また、反撃の口火を切るヒットを放つなど、全員が最後

まで諦めない姿を見せてくれました。スタンドでは、本校吹奏学部の演奏が響き渡り、最後

の一球まで熱のこもった応援を合同チームの選手達に届けることができました。３年生の思

いを受け継いだ下級生の選手達の活躍に期待します。

　８月２５日（木）から２６日（金）令和４年度高等学校文化連盟苫小牧支部美術展・研究

大会に部員８名で参加しました。ここ３年はコロナ禍で大会規模が縮小されていましたが、

今年は浦河町市街地散策や、講話などコロナ禍前と同じような形での開催となりました。本

校の美術部からは８点出品し、２点が優秀賞、奨励賞をいただきました。来年度の作品制作

も優秀賞、最優秀賞を目指して頑張ります。優秀賞の作品は１０月６、７日に岩見沢で開催

される全道大会に出品されます。運動部では、羽球部の女子シングルスの部で、第７５回北

海道バドミントン選手権予選大会において３位入賞の成績を収め、全道大会に出場しました。

この大舞台での経験は、さらなる成長の礎となるでしょう。

　８月３１日（水）総合的な探究の時間で行われる「富高ゼミ」。学年を超えた１０のグルー

プに分かれた、探究活動となります。異学年との協働作業の中で、思考力・対話力・協働力・

課題発見能力などを発揮し、探究テーマを決めることから発表まで行いました。今年はＳＤ

Ｇｓの中から探究したいテーマを選び、発表しました。発表方法を含め、各グループの個性

が見られました。ここでの経験をこれからの探究活動に生かし、更なる成長に繋げていきます。



２０２２広報ひだか 10 月号22

☎　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

二風谷ダムの流木をご利用下さい！

　鵡川沙流川河川事務所二風谷ダム管理支所では、

にぶたに湖に流れ込んできた流木の無料配布を行い

ます。希望される方は９月２２日から１０月１３日

の間に申込んでください。

　詳しくは室蘭開発建設部ホームページをご覧にな

るか二風谷ダム管理支所までご連絡下さい。

○流木配布会場　沙流郡平取町字荷負

○配布会場の詳細図

問　二風谷ダム管理支所管理担当

☎　０１４５７－２－４２６２

FAX　０１４５７－２－４２７２

　　平日９：００～１５：３０（土日祝日除く）

　申込方法は、室蘭開発建設部 HP（http://www.

hkd.mlit.go.jp/mr/）をご覧ください。なお、電話

による申込受付は行っておりません。

自筆証書遺言書を法務局で預かります

　自筆で作成した遺言書（自筆証書遺言書）を１件

３，９００円で法務局に預けることができます。

　この制度のメリットは、①法務局に自筆証書遺言

書を預けることで紛失、改ざんの恐れがなくなるこ

と、②相続開始後に家庭裁判所による遺言書の検認

手続が不要となること、③遺言者が亡くなった際、

生前に指定していた者に対して法務局から相続が発

生したことを通知できることです。特に③について

は、公正証書遺言にはない制度であり、この通知に

よって、相続人が遺言書の存在を知らずに相続手続

を進めてしまう恐れがなくなることになります。

　詳しくは、札幌法務局日高支局総務係までお問合

せください。

問　札幌法務局日高支局総務係

☎　０１４６－４２－０４１５

令和５年度　訓練生を募集します
　北海道障害者職業能力開発校では、令和５年度の

訓練生を募集します。

○対象者　障がいのある求職者

○訓練科目　建築デザイン科、ＣＡＤ機械科、総合

ビジネス科、プログラム設計科、総合実務科

○願書受付期間　１０月３日（月）から１０月２１日（金）

○選考試験日　１１月７日（月）

○選考場所　北海道障害者職業能力開発校　砂川市

焼山６０番地

○試験内容　国語、数学、面接

○問い合わせ先　最寄りのハローワーク又は下記ま

でお問い合わせください。

問　北海道障害者職業能力開発校

☎　０１２５－５２－２７７４

FAX　０１２５－５２－９１７７

広告
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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

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　１０月２５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

門別警察署からのお知らせ
１　安全安心なまちづくりの日及び全国地域安全運動

○安全安心なまちづくりの日　１０月１１日（火）

○運動期間　１０月１１日（火）～２０日（木）

○安全安心なまちづくりのポイント

⑴１０月１１日は安全安心なまちづくりの日

・人と人の絆を強めるとともに、防犯意識を高め、

犯罪のない安心して暮らせる北海道を目指しましょう。

⑵子供の犯罪被害防止

・外出する際は、子供の安全に目を向ける「ながら

見守り」にご協力ください。

・防犯ブザーや防犯ホイッスルなどの防犯グッズを

持たせましょう。

⑶女性の犯罪被害防止

・夜間はできるだけ人通りが多く明るい道を歩きま

しょう。

・イヤホンをしながらの「ながら歩き」はやめ、周

囲に十分気をつけましょう。

・防犯ブザーなどの防犯グッズを携帯しましょう。

⑷特殊詐欺の被害防止

・「自分だけは大丈夫」と思っている人ほど危険です。

・「自分もだまされるかもしれない」という心構え

をして、詐欺の電話などがあった場合は落ち着いて

対応しましょう。

２　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

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。

広告募集欄 広告募集欄広告募集欄
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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☎　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

　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。

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　国税庁のふりをした詐欺メールに注意

　国税庁を名乗ったＳＭＳ（ショートメッセージ

サービス）に関する相談が多数寄せられています。

　メッセージには「未払いの税金がある」「税金の

お支払い方法に問題がある」などという文章とＵＲ

Ｌが書かれています。

　ＵＲＬを開くと、国税庁と書かれた偽差しとにつ

ながり

○個人情報やクレジットカード情報などの入力を求

められる

○未払い分の税金を電子マネーで支払うよう求めら

れる

○不審なアプリケーションをインストールするよう

求められる

場合があります。

　国税庁や税務署などはＳＭＳを使った案内はして

いないので、このようなメールが来てもＵＲＬは開

かずに無視しましょう。

５　薬物乱用の防止について～薬物、ダメ。ゼッタイ。

　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　暴力団追放！

　「三ない運動＋１」を合い言葉に、暴力団被害は

泣き寝入りせずに相談

●暴力団を「利用しない」

●暴力団を「恐れない」

●暴力団に「金を出さない」

●暴力団と「交際しない」

７　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。

８　極左暴力集団に対する捜査へのご協力をお願いします

　警察では、極左暴力集団に対する事件捜査や、マ

ンション、アパートなどにある非公然アジト発見に

向けた活動を推進しています。

　過去に極左暴力集団は、空港施設の破壊や北海道

庁爆破などのテロを行っており、今後も行う恐れが

あります。

　もし、「偽名を使いアパートに住んでいる」、「不

特定多数の人が出入りする家がある」など違和感が

あったら、１１０番または門別警察署へ通報して下

さい。

問　門別警察署

☎　０１４５６－２－０１１０

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

１０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

※日程等は変更となる場合があります。ご了承下さい。

▽乳がん・子宮がん検診
　　　９日（日）　門別公民館

▽子育てひろば（育児相談）
　　１２日（水）　サンポッケ

▽５歳児健診
　　２０日（木）　門別公民館

▽プレママひろば（妊婦相談）
　　２６日（水）　子育て支援センターわくわく館

▽特定健診・がん検診 
　　２８日（金）　　　　　　　　こもれびホール

　　２９日（土）　　　　　　　　門別公民館

　　３０日（日）・３１日（月）　 富川公会堂

☆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〉

 　２４日（月）１５：００～１６：００

　 対象：高校１年生～２０歳未満

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〉

　２０日（木）を除く毎週木曜日

　１３：００～１４：３０

〈日本脳炎〉

　１２日（水）　１５：００～１６：００

　　対象：高校１年生～２０歳未満

　１８日（火）　１５：００～１６：００

　　対象：３歳から～中学３年生

〈子宮頸がん予防〉

　１９日（水）　１５：００～１６：００　

　　対象：小学６年生～中学３年生女子

〈二種混合〉

　２６日（水）　１５：００～１６：００　

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方には個別にお知らせしています。

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ています。

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）

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

＜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　　１０月１７日（月）休館日　　１０月１７日（月）

＜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

　申・問　〒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
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       1  

3 4 5  6 7  8 

10 11 12  13 14  15  

17 18 19  20 21  22  

24･31 25 26  27 28  29

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、１１日（火）、２５日(火）が

身体測定の日です。

◎１０月の子育て講座は、「乳幼児に起き

やすい事故について」です。

　講師は日高西部消防署の救急救命士・

救急隊員です。

　時間　１０：００～１２：００　　　

　申し込みは随時受け付けています。

　お子さんと一緒に参加できます。

※今回の講座は保育サービス講習会も同

時に実施します。

◎１１：３０、１６：００にわらべ歌や体操、

読み聞かせを行っています。

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

  ６日（木）　あたらしいＤＶＤ
　７日（金）　カミであそぼう
１３日（木）　スーパーじどうくらぶ
１４日（金）　ぬりえのひ
２６日（水）　とねっこおはなし会
２７日（木）　カレンダーづくり
２８日（金）　キラキラちゃれんじ
休館日　毎週日曜日、祝日

  ５日（水）　ぬりえのひ
　７日（金）　わくわくちゃれんじ
１３日（木）　スーパードッジボール大会
１７日（月）　わくわく映画館
１９日（水）　健康教室
２１日（金）　ハロウィンこうさく会
２８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

開放

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

ミルキー

開放

開放

開放

大きいありさん

開放

開放

スポーツの日

休館日

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

開放

小さいありさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放

ミルキー

ティガーファーム

子育て講座

開放

ひよこさん

開放

開放

開放

開放

開放

開放・身測

開放

Ｈ＆Ｒ・うりぼー

新規枠

開放

開放

うさきりんさん

開放

開放

開放

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

ＥＥＶＶＥＥＮＮＴＴＳＳ ～１０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〉

　２日（日）　健康まつり講演会（予定）

〈スポーツセンター〉

１０日（月）　日高スポーツ少年団秋季交流会（予定）

２３日（日）　日高ママさんバレーボール連盟秋季親善大会（予定）

２９日（土）　ＥＦＣカップフットサル大会（予定）

３０日（日）　ＥＦＣカップフットサル大会（予定）

※１０月７日まで、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

　２日（日）　門別パークゴルフ協会 １０月月例大会 (予定 )

２３日（日）　門別パークゴルフ協会 秋季協会杯大会 (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
１０日（月）　日高町民マラソン大会（予定）



27２０２２広報ひだか 10 月号

問　日高西部消防組合　富川消防署・日高消防団　☎　０１４６５－２－１５２１

　　日高西部消防組合　日高支署　　　　　　　　☎　０１４５７－６－２２４４

秋の火災予防運動

住宅用火災警報器は

１０年たったら、とりカエル

　これからの季節、暖房器具の使用が多くなり、火災が発生しやすい時季を迎えます。

　火の取扱いには十分注意しましょう！

　火災予防運動期間中は、就寝前の午後８時に " サイレン " を鳴らしますので、もう一度

火の元の点検を行い火災予防に努めましょう！

　住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから今年で１６年が経過しました。

　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなく

なることがありますので、１０年を目安に交換しましょう

実施期間　10 月 15 日から 10 月 31 日まで

統一標語　お出かけは　マスク戸締り　火の用心

「家族を守る」　住宅防火チェックポイント！！

☆ 寝たばこは絶対にしない！吸殻を捨てるときは一度水につけ確実な消火を行う！

☆ コンロのまわりは常に整理整頓し、可燃物を置かない。

☆ ストーブの周りには燃えやすいものを置かない、衣類を干さない！

☆ 電気器具のタコ足配線はしない。使っていないプラグは抜いておく。

☆ 放火防止のため、住宅などの建物の周囲には可燃物を置かない。

☆ 逃げ遅れを防ぐため”住宅用火災警報器”を設置しましょう。

☆ 初期消火を行うため、”消火器”を設置しましょう。

◆ 自動試験機能のある機器

　　 機能の異常を示す音や表示がされた場合は、交換しましょう！

◆ 自動試験機能のない機器

　　 本体に記載されている製造年を確認し、交換しましょう

◆ 乾電池交換タイプは電池交換を忘れずに

　　 乾電池タイプの物は、電池交換が必要です。電池が切れそうになったら、音など　　　

　　 で教えてくれるものもあります。

定期的な作動確認を必ず行って、異常の有無を確かめましょう！！



ひとのうごきひとのうごき

・令和４年８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８月届出分 ふるさと日高ふるさと日高

応援寄附金応援寄附金

・令和４年８月受領分

発行：日高町　編集：企画財政課

〒０５９－２１９２　

北海道沙流郡日高町門別本町２１０番地の１

ＴＥＬ ０１４５６－２－６１８１

ＦＡＸ ０１４５６－２－５６１５　

Ｅメール 　　 info@town.hidaka.hokkaido.jp

ホームページ　http://www.town.hidaka.hokkaido.jp

　　　　　広報 ひだか　２０２２　１０月号　 ＶＯＬ．１９９

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年９月２２日発行

人口 11,035 人
前月比

± 0 人

男性 5,495 人 ＋ 1 人

女性 5,540 人 △ 1 人

世帯数 5,986 世帯 △ 1 世帯

外国人 399 人 ＋ 12 人

件数 金額

１２８件 ２，３７９，０００円

日高町への寄附日高町への寄附

・門別ライオンズクラブ　様
　スポーツ振興のため、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８月受領分

富川東 池上　陽子 様 金一封

富川東 斉藤　清隆 様 金一封

平取町 佐々木 博志 様 金一封

豊郷 中田 ユキコ 様 金一封

今月の表紙とあわせて

住所 氏名 父／母

日高町の「町花」・「町木」日高町の「町花」・「町木」

町花：サクラソウ

町木：カシワ

日本女子大学の日高訪問

　門別地区では非常に多く見られます

が、環境省と北海道で絶滅危惧種に指

定されています。

　花言葉は「希望に満ちる」です。

　日高地区では、サクラソウの仲間で

ある「エゾオオサクラソウ」、「ソラチ

コザクラ」などがあります。　

　門別地区では多く見ることができ、門別海岸段丘斜

面のカシワ林は環境省の「特定植物群落」に指定され、

富川神社の境内には、御神木があります。

　花言葉は「愛想のよさ」や「愛は永遠に」です。

　表紙、タウントピックスでは、日

本女子大学家政学部の訪問の様子を

紹介しました。わかば保育所への訪

問の様子もご紹介します。

　また、人間社会学部の皆さんは、

浦河町でＳ
エスディージーズ

ＤＧｓをテーマにした

ワークショップを２日間わたり行っ

た後、最終日の行程の最後に門別競

馬場を訪問し、短い時間でしたが、

名物バケツジンギスカンと競馬観戦

を楽しんでいただきました。

　日高への訪問が学生さんたちの良

い思い出となればうれしいですね。


