通行規制を行います。
通行できない日時は、現
地に設置する看板でお知ら
せします。
ご迷惑をおかけします
が、ご協力のほどよろしく
お願いします。
問合せ／静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１

▼

【三石地区】
と き／ 月 日㈭
時 分～ 時 分
ところ／ふれあいプラザ
相談員／出口弘史氏
問合せ
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
（内線２２６）
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線１１０）

12

人権・困りごと相談
と き 月・火・木・金曜日 10時00分～16時00分
ところ 札幌法務局日高支局

シベチャリの橋通行規制

15 22

▼

秋の行政相談週間
町では、 月 日㈪から
日㈰までの秋の行政相談
週間の期間中に、特設行政
相談所を開設します。
皆さんが日頃感じている
行政に対する意見等があり
ましたら、お気軽にご相談
下さい。
毅特設行政相談所（無料）
【静内地区】
と き／ 月 日㈭
時 分～ 時 分
ところ
静内庁舎１階町民相談室
相談委員／永崎広実氏

10

町では、 月下旬から
月上旬と１月下旬から３月
下旬の期間にシベチャリの
橋の補修工事を行うため、
10

▼

町防災訓練

と き／ 月１日㈭
時 分～
ところ／静内山手町、静内
末広町、静内柏台、静内
御幸町（第２自治会）
※雨天時は 月２日㈮に延
期します。
訓練内容／地震による大津
波を想定し、一時避難場
所等への避難訓練を実施
し、避難経路の確認や避
難に要する時間の把握な
どを行います。
問合せ
静内庁舎総務課
☎４３‐２１１１
２４６）
（内線２４５、

赤い羽根共同募金運動

町 で は、「 静 内 山 手 町・
静内末広町・静内柏台・静
内御幸町第２自治会」地区
の住民の皆さんを対象に、
地震・津波を想定した避難
訓練等の防災訓練を実施し
ます。
訓練では、対象地区で防
災行政無線を使用します。
また、町内全域のＮＴＴ
ドコモ、ａｕ、ソフトバン
クの携帯電話に、訓練用災
害情報メールを配信いたし
ますのでご注意下さい。

はかり定期検査

19

農地パトロール

【問合せ】町立静内病院
☎42‐0181
町立三石国保病院 ☎33‐2231

おもちゃドクター募集中！見学自由です
【問合せ】ピュアプラザ ☎45‐0090

00

乳幼児子育て相談
と き 月～金曜日 9時00分～15時00分
ところ 児童養育相談センター
※原則無料ですが、交換部品などある場合は、
実費負担をお願いする場合があります。

循環器内科は予約制です。
受付時間：13時30分 ~16時00分

10

８
９

▼

10月15日㈭

10

赤い羽根共同募金運動が
月１日から全国一斉に始
まります。
共同募金への寄付金は、
さまざまな地域課題の解決
に取り組む団体の活動な
ど、誰もが安心して暮らせ
るまちづくりのため役立て
られているほか、大規模災
害時においては「災害ボラ
ンティアセンター」の設置
や運営など、即応的に助成
を行うための資金として活
用されております。
また、平成 年度からは
特 に、「 地 域 の 孤 立 を な く
そう」を全国共通助成テー
マとして推進しているとこ
ろです。
皆様からのご協力をお願
いいたします。
問合せ／北海道共同募金会
☎ ０１１‐２３１‐８０００

10月１日㈭

00

心配ごと・困りごと相談（さわやか相談）
と き 月～金曜日 10時00分～15時00分
ところ 社会福祉会館（社会福祉協議会）

おもちゃの病院は、壊れたおもちゃをただ捨てるのでは
なく、子どもたちの前で修理することで「物を大切にする心」
や「科学する心」を育むことを目的に開院しています。
と き 10月９・23日㈮ 10時00分～15時00分
ところ ピュアプラザ
対 象 人形やロボット、ぬいぐるみなど

病 院 名
三石国保病院
町立静内病院
三石国保病院
町立静内病院
担 当 医
循環器内科・小松院長
小 児 科・三浦医師
循環器内科・小松院長
小 児 科・三浦医師
日

ピュアプラザおもちゃの病院
町立静内病院と三石国保病院の相互診療日程

16 22
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00

と き 10月１日（木） 13時30分～15時00分
ところ 役場三石庁舎
【問合せ】三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111

25

手話相談
と き ７日㈬、21日㈬ 10時30分～12時00分
※手話講習 13時00分～15時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
広く町民の皆さんとの懇談や意見交換を行うため、町長
三石在庁日を設けていますが、10月の日程は次のとおりで
すので、来庁を希望される方は、事前に下記までお問い合
わせ下さい。
なお、件数によっては、時間を調整させていただく場合
があります。

年金相談（予約制）
と き 29日㈭ 9時00分～16時00分
ところ 静内庁舎３階第２会議室
予約先 ☎0144‐56‐9001
※音声メッセージが流れましたら、
プッシュ番号「２」を押して下さい。
10

30

【今月の納期】
・道町民税（３期分）
・国民健康保険税（５期分）
・後期高齢者医療保険料（４期分）
納期内に納入を
・保育所負担金（10月分）
・町営住宅使用料（10月分）
お願いします。
・学校給食費負担金（10月分）
・下水道受益者負担金（３期分）
【問合せ】静内庁舎税務課
☎43‐2111( 内線168)
三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111( 内線109)

人権（子ども含）・困りごと相談
と き 14日㈬、28日㈬ 10時00分～15時00分
ところ 社会福祉会館（社会福祉協議会）
13

定期相談10月
町農業委員会では、町と
ともに農業関係者の協力を
得て、次の日程で農地を調
査します。
調査の目的は、農地法や
関係法令、制度などに基づ
き、優良な農地を守るため
のものです。農業委員は、
担当する地域の農地につい
て常に把握されています
が、農業委員、町職員が一
緒に、一斉に調査すること
によって農地を荒れさせな
いように、許可なく農地以
外にしないようにというこ
とを皆さんに知っていただ
く機会としています。
と き
月８日㈭（三石地区）
月９日㈮（静内地区）
問合せ
農業委員会事務局
静内庁舎
☎４３‐２１１１
（内線３５１・３５２）
三石庁舎
☎３３‐２１１１
（内線１５３）
10

13

町長三石在庁日

10

法律相談（予約制）
と き ５日㈪、７日㈬、14日㈬、19日㈪
21日㈬、26日㈪、28日㈬
13時30分～15時30分
ところ ひだか弁護士相談センター
（御幸通りピュア斜め向い）
予約先 ☎42‐8373
（平日10時00分～16時00分）

10月の税務日程

00

行政相談
と き １日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
10

相談は無料です
10

商店、スーパーマーケッ
ト、食品加工場、学校、病
院などで取り引きや証明上
の計量に使用するはかり
は、検定証印などが付され
たものでなければなりませ
ん。
また、計量法の規定によ
り、２年に１度定期検査を
受ける義務があり、この検
査に合格したはかりには
「定期検査済証印」が付さ
れ、継続して取り引きや証
明などに使用することがで
きるようになります。
この検査を受検しなけれ
ば、取り引きや証明上の計
量に使用することができま
せんのでご注意下さい。
と き
月６日㈫～９日㈮
ところ
漁協、農協、役場など
※詳しい場所と時間はお問
い合わせ下さい。
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９２）
10 10

消費生活相談（悪質商法被害など）
と き 月～金曜日 9時00分～17時00分
ところ 静内庁舎生活環境課
三石庁舎町民福祉課
月

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

情報ボックス

秋のヒグマ注意特別期間

９月５日（土）
～11月３日（火）

散歩のマナー守っていますか？

フンは飼い主が
持ち帰って下さい。

平成27年

みんなでまちをきれいにする条例により、愛
がん動物のフンを回収することは飼養者の責
務とされています。
新ひだか町

健康づくり商品券

▼

▼

‐日高振興局・新ひだか町‐

▽

▽

▽

▽

▽

11

毅国勢調査は、平成27年10月１日現在、
日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。
毅平成27年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で欠くことのでき
ないデータを得るために実施するものです。
調査結果は、さまざまな法令にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、
生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。
毅調査票には、あなたの世帯の世帯員をもれなく記入して下さい。
毅記入いただいた調査票は、調査員に直接提出していただくか、調査票と一緒にお配り
した郵送提出用の封筒に入れて郵送でご提出いただけます。
毅調査員は、その身分を証明する「国勢調査員証」を携帯しています。
＜国勢調査コールセンター＞

※ＩＰ電話の場合

03‐4330‐2015

0570‐07‐2015

■設置期間／平成27年８月24日から10月31日まで
■受付時間／８時00分～21時00分（土・日・祝日にもご利用になれます）
※おかけ間違いのないようにご注意下さい。※ナビダイヤルの通話料金は、
一般の固定電話の場合、全国一律で市内通話料金でご利用いただけます。
携帯電話・ＰＨＳの場合は、それぞれ所定の通話料金となります。
※ＩＰ電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。

総務省・北海道・新ひだか町

町立静内病院の診療受付方法が変わります

▼

象 新ひだか町に住民票がある方
毅対
容 予防接種と町実施のがん検診等で自己負担した金額を、健康づくり商品券で還元します。
毅内
毅対象項目 ①予防接種 インフルエンザ、水痘、おたふく、肺炎球菌、緊急風しん
②町実施のがん検診等 胃がん、肺がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、肝炎ウイルス
③出産準備支援金
※町実施の検診以外は対象となりません。
※緊急風しん及び出産準備支援金については、静内保健福祉センターか三石保健センターへお問い
合わせ下さい。
毅手 続 き 次のものを持参し、商工労働観光課（静内庁舎２階）又は、地域振興課（三石庁舎１階）で申
請して下さい。
①医療機関等が発行する領収書と明細書
②対象者の住所が確認できるもの
③印鑑（スタンプ式不可）
※同居のご家族以外の方は、委任状が必要です。
毅そ の 他 ①それぞれの金額に５００円未満の端数がある場合は切り捨てられます。
②受診日から６か月以内に申請して下さい。
③取扱店についても受取日から６か月以内に換金申請して下さい。
毅問 合 せ 静内庁舎商工労働観光課 ☎43‐2111
静内保健福祉センター ☎42‐1287
三石保健センター ☎33‐2233
広告

インターネットで回答されなかった世帯には、９月26日から調査員が世帯を訪問して調査票を配布します

おしっこの場所にも
気をつけましょう。

あなたが被害者にならない一番の方法は
ヒグマに遭わないことです
認
毅事前にヒグマの出没情報を確認
毅一人では野山に入らない
毅野山では音を出しながら歩く
毅薄暗いときには行動しない
毅フンや足跡を見たら引き返す
毅食べ物やごみは必ず持ち帰る

スマート国勢調査！
平成27年国勢調査を実施しています

▼

ヒグマに注意！

町立静内病院では、受付業務の効率化を図るため、自動受付機による診察受付を開始します。
これにより、12月１日から次の点が変更となりますので、お知らせします。
①受診の際には、必ず診察券をご持参下さい。
診察券を受付機へ挿入する受付方法となりますので、必ず診察券をご持参下さい。なお、紛失等された場合
は再発行いたしますが、実費徴収（税込100円）させていただきます。
②受付時間の変更
午前受付 ８時30分～11時30分（８時00分から8時30分に変更）
午後受付 13時00分～16時00分（変更ありません）
【問合せ】町立静内病院 ☎42‐0181
広告

10

情報ボックス

▼▼

特別養護老人ホーム静寿園へ
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ

布類／山岸信子（静内御園）
ウエス／北村春夫（三石歌笛）
、大脇道亘（三石旭町）

入
▼

次の方々から温かいご厚志が寄せられました
（敬称略、順不同）

札

結

果

（単位：千円）

▼

11,830
17,850
12,530
5,430
1,970
1,960
22,180
27,060
1,770
2,760
890

98.90
99.72
98.96
87.44
98.98
90.82
99.19
97.56
96.48
96.74
95.96

ストレスチェックが義務化されます

平成27年12月から毎年１回労働者に対し、ストレ
スチェック（自分のストレスがどのような状態にある
かを調べる検査）の実施が義務付けられました（労働
者50人未満の事業所については、当分の間努力義務）
。
詳しくは、北海道労働局のホームページを参照又は労
働局、労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
【問合せ】 北海道労働局
浦河労働基準監督署

▼

▼

応募アドレス http://bit.ly/li9Q5F9
応募用紙 http://www.hidaka.pref.hokkaido.
lg.jp/ts/tss/index.htm
応募期間 ９月25日㈮～10月23日㈮必着
問 合 せ 静内庁舎企画課 ☎43‐2111
（内線221）

11,700
17,800
12,400
4,748
1,950
1,780
22,000
26,400
1,708
2,670
854

☎011‐709‐2311
☎0146‐22‐2113

北海道最低賃金

区分

町内

町外

健診機関名

北海道内で事業と営む使用者及びその事業所で働く
すべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト
などを含む）に適用される北海道最低賃金（地域別）
が次のとおり改定されました。

764円

最低賃金額 時間額
効力発生年月日 平成27年10月８日
厚生労働省・北海道労働局・浦河労働基準監督署

受診期間

静仁会静内病院 健診センター

☎42‐1888

山田クリニック

☎43‐0008

仲川内科胃腸科医院

☎42‐0345

駒木クリニック

☎45‐0123

町立静内病院

☎42‐0181

町立三石国民健康保険病院

☎33‐2231

静内保健福祉センター

☎42‐1287

11月29日㈰～30日㈪、２月６日㈯

三石保健センター

☎33‐2233

11月７日㈯

浦河赤十字病院

☎0146‐22‐5111

北海道対がん協会

☎011‐748‐5511

船員保険北海道健康管理センター

☎011‐200‐4811

札幌厚生病院

☎011‐251‐5713

平成28年３月31日まで

平成28年３月31日まで

【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線124）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線117）

▼

今年１月の低気圧に伴う高波の影響により、JR 日高線の
ほぼ中間にある厚賀・大狩部間の一部が被災し、JR 日高
線が運休し８か月が経過。現在、バスによる代行運行が行
われていますが、列車と比べ不便な状況が続いています。
６月には、「JR 日高線の早期全線復旧を求める署名」に
31,865名もの皆様にご協力いただき、地元の強い思いを JR
北海道に伝えたところです。また、地域振興に欠かすこと
のできない鉄路の維持・確保に向け、管内各町と日高振興
局が連携・協力した取組を進めています。
そこで、JR 日高線の一日も早い運行再開に向け、地域で
できる鉄路の活用について皆様のアイディアを募集いたし
ます。通勤・通学、旅行などさまざまな観点からのご意見
をお寄せ下さい。応募方法は、下記アドレスにアクセスい
ただき入力フォームに記載いただくか、応募用紙にご記入
の上、静内庁舎企画課に提出下さい。
地域交通の衰退は、地域の衰退につながりかねません。
私たちの財産を守り、魅力あふれるまちづくりのために皆
様のアイディアをお聞かせ下さい。

㈱藤沢組
㈱富岡組
三嶋建設㈱
㈱産建
㈲森田工務店
㈲多田鋼業
㈱賀集建設
幌村建設㈱
㈲伊藤電気
㈱日高設備
㈱錦戸電気静内支店

特定健診（後期健診）は、自覚症状がないまま進行する生活習慣病を早期に発見する健診です。
生活習慣病は、長年にわたる運動不足や食べ過ぎ、喫煙などの不健康な生活習慣によって引き起こされ、
内臓脂肪の蓄積による肥満、高血圧、高血糖、脂質異常が進行し、心臓病や脳卒中、
糖尿病の合併症（失明や腎不全）などの深刻な症状が発生する恐ろしい病気です。
これらを未然に防ぐためには、健診を受けて病気を早期発見することが重要です。
また、健診結果からどのような生活習慣の改善をすべきかを知ることもできます。
「とくに具合の悪いところはない」
「自分は太っていないから大丈夫」と健診を受け
ない方も多いですが、日本人の３人に１人が生活習慣病で亡くなっています。
年に一度は受診して、自分の健康をチェックしましょう。
健診料金は無料です。受診場所、期間は次のとおりです。

▼

▼

JR日高線の活用に向けたアイディアをお聞かせ下さい

落札価格 予定価格 落札率(%)
（消費税等は含まない） （消費税等は含まない）

落札業者

原条２線外改良舗装工事
御殿山線改良舗装工事
橋梁補修工事その１
緑３丁目４号線改良舗装工事
青柳児童館内部修繕工事
町立静内病院院内保育所改修工事
静内柏台団地公営住宅解体工事その１
静内柏台団地公営住宅解体工事その２
桜舞灯修繕工事
平取静内線地道債（交安）工事に伴う送配水管移設修繕工事
街路灯（静内地区）腐食点検調査業務委託
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表

８月20日入札結果
入札工事・委託名

広告

公

特定健診・後期健診はもう受けましたか？

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス

10月７日（水）
9：00～10：00
北電静内水力センター
̜̦̠ͤ͂ȊࡃࠬȊ
（静内中野町 )

Ք͈ࡃࠬ
͌ͩͤ͘

13：45～15：30
静仁会静内病院
（静内こうせい町 )

暮らしの困りごと

行政書士に聞いてみよう！
行政書士は許認可・登録申請、遺言や相続、いろいろ
な契約・届出などの相談から書類作成までサポートし
ます。
９月１日から10月31日は、「行政書士制度広報月間」です
‐北海道行政書士会‐
広告

12

情報ボックス

ことのないよう、適切な措
置を講じなければならない
こととしています。
空家を放置した場合、建
物の老朽化が進み、強風時
に外装材等が飛散する恐れ
があります。
空地を放置した場合、害
虫の発生源、ごみの不法投
棄、秋季の枯草火災の原因
となる恐れがあります。
近隣住民の方に迷惑がか
からないよう、適正な管理
をお願いします。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１

を経過すると時効により納
付することができません）
。
この制度を利用すれば、将
来の年金額を増やすことが
できます。
「 年 の 後 納 制 度 」 は、
平成 年９月 日をもって
終了します。終了後、平成
年 月１日から３年間に
限り、過去５年間に納め忘
れた国民年金保険料を納付
す る こ と が で き る「 ５ 年
の後納制度」が始まりま
す が、「 年 の 後 納 制 度 」
よりも納付できる期間が短
く、保険料の加算額が高く
なります。
なお、老齢基礎年金を受
給している方などは、後納
制度の利用はできません。
後納制度を利用するに
は、申し込みが必要です。
詳しくは「国民年金保険料
専用ダイヤル」または、お
近くの年金事務所へお問い
合わせ下さい。
問合せ
国民年金保険料
専用ダイヤル
☎ ０５７０‐０１１‐０５０
苫小牧年金事務所
☎ ０１４４‐３６‐６１３５
27

▼

▼

10

浄化槽を適正に使用するために

合併処理浄化槽の機能を最大限に利用するために、合併処理浄化槽を適正に使用することが必要です。
適正に使用していないと、浄化槽が機能せず、きれいになっていない生活排水が河川に流れ出たり、浄化
槽が詰まることにより浄化槽そのものが使用できなくなったりします。
そこで、浄化槽の設置（管理）者には、３つの義務が課せられています。
浄化槽法第10条の保守点検

ゴミステーションの
購入費補助

町では、本年度より自治
会が購入するゴミステー
ションについて補助するこ
ととしました。
４ 月 以 降、 容 量 ６ ５ ０
リットル以上のゴミステー
ションを町内の業者（大規
模店舗を含む）より購入さ
れた自治会につきまして
は、購入費用の２分の１以
内（１，０００円未満切り
捨て）を補助します。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１

国民年金保険料後納制度

10 10

空家・空地の適正管理
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「 年 の 後 納 制 度 」 は、
過去 年間に納め忘れた国
民年金保険料を納付するこ
とができるしくみです（本
来、国民年金保険料は２年

下水道に接続できない地区にお住まいの方が、生活排水を処理するための設備として、合併処理浄化槽と
いうものがあります。この合併処理浄化槽を設置して、適正に使用することにより、皆さんの家庭から出る
生活排水をきれいな水にし、排水先の河川等の水環境を守ることができます。
また、合併処理浄化槽を設置することにより、水洗式のトイレ
も設置できるようになることから、
「自宅のトイレが汲み取り式で、
臭いが気になる」といった問題も解決させることができます。
本体の大きさは、およそ普通自動車１台分で、材質は強化プラ
スチックで作られており、地中に埋めて各家庭の排水管に接続し
て使用します。
町では、環境保全と公衆衛生向上を目的として、この合併処理
浄化槽の設置を促進するために、住宅等に合併処理浄化槽を設置
する方に対して、設置費の補助金を交付しています。この補助金
の金額は、設置する合併処理浄化槽の大きさ（人槽）により異な
りますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
毎年10月１日は環境省等が定める「合併処理浄化槽の日」とさ
一般的な浄化槽の断面図
れています。これを機会に、ご自宅の生活排水の処理について、
（環境省浄化槽推進室 提供）
一度目を向けていただくようお願いいたします。
住居の総面積
人槽
補助金額
※次の項目に該当した場合は、補助金の対象になりません。
①下水道に接続できる地域にお住まいの方
130㎡以下
５人槽
352,000円
②自己の居住用が目的でない販売や賃借を目的として建築する
131㎡以上
７人槽
441,000円
住宅など
③住宅などの借家人が設置する場合で、建物や土地の所有者の 上記以外の場合はご相談下さい。
承諾が得られない方
※国の浄化槽補助制度の改正により、補助
金額が変わることがあります。
④すでに合併処理浄化槽を設置している方

町 で は、 平 成 年 か ら
「みんなでまちをきれいに
する条例」を施行し、不動
産の所有者等は、その所有
し、占有し、又は管理する
不動産を良好な状態で管理
するとともに、地域におけ
る快適な生活環境を害する

ご存知ですか？合併処理浄化槽

▼

▼

情報ボックス
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10

30

▼

インフルエンザ予防接種のお知らせ

▼

保守点検は、専門業者と委託契約を結び、２か月に１回以上（浄化槽構造によって異なる）浄化槽の保守点検、
調整、清掃をしなければなりません。
浄化槽法第７条検査

小児（13歳未満）

浄化槽法第11条検査

集団接種

毎年１回受ける検査で、保守点検が実施されているかどうか、また、適正に使用され、浄化槽が正常に機
能しているか北海道浄化槽協会が行う検査。
また、適正に使用するためには、次のことにも気を付けましょう。
①台所排水溝から、生ごみ・油分を流さないで下さい。浄化槽が詰まり、
適正な水処理ができなくなります。
②ブロワー（送風機）の電源を切らないで下さい。浄化槽の中では、
微生物が水を浄化しています。その微生物は酸素がないと死んでし
まうため、浄化されない汚水が、悪臭を発生させる場合があります。
③便器等の清掃に、強酸や強アルカリの洗剤を使用しないで下さい。
その洗剤の影響で、微生物が死んでしまい浄化槽が機能しなくなる
場合があります。
以上の点にご留意いただき、浄化槽を正しく使い、皆さんの住環境
はもとより、地域の環境保全にも努めていただきますようよろしくお
願いします。
【問合せ】 静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線128）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線118）
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接種期間

予約人数

１回目 11月19日㈭
２回目 12月17日㈭
14時30分～16時30分

個別接種 11月２日㈪から
小児科外来日（月・水・金）13時10分
相互診療日 11月５日㈭ 13時10分～
12月３日㈭ 13時10分～
集団接種

１・２回目

小児科診察室

接種間隔

２～４週間

予約方法

各60名

個別接種 １日５名程度
電話、病院受付で予約

接種場所

予約期間

（環境省浄化槽推進室 提供）

町立三石国民健康保険病院

町立静内病院

浄化槽が適正に機能しているかの検査で、浄化槽を設置してから６か月以内に北海道浄化槽協会が行う検査。

予約期間

10月19日㈪からおおむね２月末
まで予約を受け付けますが、ワ
クチンの入荷状況により期間前
に終了する場合があります。

予約人数

１日40名

接種期日

11月２日㈪からおおむね３月末
まで、診療時間内に接種します。

一般・高齢者
集団接種
11月２日㈪から
月～木曜日に実施
（当日は16時まで
に来院して下さい）

集団接種
月～水曜日 １日40名
木曜日
１日20名
（第１・３木曜日は中止）

問合せ（申込み)

町立三石国民健康保険病院
☎33‐2231

予防接種料金
一

般

新ひだか町民の65歳以上の
大人の予防接種は１回です。 生活保護受給世帯の方

10月19日㈪からおおむね２月末まで予約を受け付けますが、 新ひだか町民の65歳以上の方
ワクチンの入荷状況により期間前に終了する場合があります。 または60～64歳の方で心臓、
腎臓、呼吸器障害を有する方
電話または病院受付
（氏名、年齢、住所、電話番号、接種希望日等をお聞きします。
）

問合せ（申込み) 町立静内病院

4,000円

採血室

☎42‐0181

小学６年生以下の方

なし
2,000円
１回目

4,000円

２回目

2,000円

14

4,161,069

12,100
２

静内中野町３丁目52番19

土地

宅地

330.81

指定なし

60

200

4,002,801

12,100
３

静内山手町４丁目８番１

土地

宅地

333.70 第１種住居地域

60

200

6,140,080

18,400

今回、計画を策定するに
あたり、町民の皆様からの
ご意見を募集いたします。
意見募集期間
９月 日㈮～ 月 日㈮
提出方法／郵送、電子メー
ル、ファックス、持参で
提出して下さい。
また、意見書の様式は自
由としますが、提出の際
には住所、氏名、連絡先
（電話番号）を必ず記載
して下さい。
提出先（問合せ）
静内庁舎契約管財課
☎４３‐２１１１
（内線２３３・２３６）

児童福祉週間標語

23

●旧川上小学校（三石川上133番地）

10

敷
校

敷
校

20

12,792㎡（グラウンド含む）
平成９年築 鉄筋コンクリート造２階建 853㎡
体育館、学校物置１棟あり
地
舎

での距離等に応じて支給
募集人数／若干名
応募条件／年齢 歳以上、
町民になってから３か月
以上経過している方で、
複数の審議会に公募委員
として所属していないこと
応募方法／応募申込書に必
要事項を記入の上、提出
願います。
応募締切／ 月 日㈮
その他／応募多数の場合は、
小論文または面接により
選考を行います（必要に
応じあらためて通知）。
応募先（問合せ）
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
（内線２２６）

▼

200

10

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７）

地 20,632㎡（グラウンド含む）
舎 昭和63年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,934㎡
体育館、学校物置１棟あり

地
舎

自賠責保険・共済

60

毎年５月５日の「こども
の日」から１週間を「児童
福祉週間」と定めて、児童
福祉の理念・啓発のために
各種行事を行っています。
平成 年度の児童福祉週
間に向けて、標語を募集し
ます。
詳しくはお問い合わせ下
さい。
募集期間
９月１日㈫～ 月 日㈫

敷
校

労使紛争の解決

指定なし
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●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

敷
校

制度や要件などについて詳
しく知りたい方はお問い合
わせ下さい。
問合せ
室蘭児童相談所
☎ ０１４３‐４４‐４１５２
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１３）

343.89

28

14,783㎡（グラウンド含む）
平成４年築 鉄筋コンクリート造２階建 972㎡
体育館、学校物置２棟あり

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１）

地 30,570㎡（グラウンド含む）
舎 平成３年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,692㎡
体育館、教職員住宅５棟、学校物置２棟あり

地 21,539㎡（グラウンド含む）
舎 昭和50年築 鉄筋コンクリート造２階建 1,748㎡
体育館、教職員住宅１棟、学校物置１棟あり

総合計画審議会委員

宅地

20

16

公共施設等総合管理計画
についての意見募集

●旧春立小学校（静内春立349番地１）
●旧川合小学校（静内川合108番地）

交通事故による死傷者数
は年々減少傾向にあるもの
の、平成 年の事故発生件
数は約 万件、死傷者数は
約 万人と、国民の誰もが
交通事故の被害者にも加害
者にもなり得る極めて深刻
な状況となっています。
自賠責保険・共済は、す
べてのクルマ・バイク１台
ごとに加入が義務付けられ
ており、加害者の賠償責任
を担保することで、被害者
の基本的な賠償を保障する
制度であり、被害者の救済
を目的としています。
自賠責保険・共済なしで
運行することは法令違反で
すのでご注意下さい。
問合せ／北海道運輸局室蘭
運輸支局
☎ ０１４３‐４４‐３０１２

土地

町では、今後、人口減少
等により公共施設の利用需
要の変化が予想されること
から、公共施設等の適正な
配置を実現するため、公共
施設の総合的かつ計画的な
管理を推進する「新ひだか
町公共施設等総合管理計
画」の策定作業を行ってい
ます。

【問合せ】静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）

里親募集

静内中野町３丁目52番13

10

町では、統廃合により閉校となった小学校の校舎等を売却し、民間活力の導入により地域の活性化につながる事業に活
用していただきたいと考えており、希望される事業者からの応募をお待ちしています。
応募資格や必要書類、参考価格などの詳細については、静内庁舎管財契約課窓口で「提案募集要項」を配布していますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。また、町公式ホームページでもご覧いただけます
なお、事業内容によっては、企業立地促進制度に基づく支援措置（町税の課税免除、奨励金の交付、改修等に対する助
成金の交付など）を受けることができますので、是非ご検討下さい。

町では「いきいき すこ
やか 誰もが主役になれる
まち」を将来像とし、町民
とともに力を合わせ自主・
自立に基づく協働のまちづ
くりを進めていくことをか
かげた「新ひだか町総合計
画」を策定しています。
審議会は、計画の適切な
執行のため設置しています
が、改選時期を迎えること
から、次のとおり委員を募
集します。
会議回数／年１～２回
任 期／委嘱の日から平成
年 月末まで
委員報酬／会議１回あたり
２，８００円
費用弁償／自宅から会場ま

１

さまざまな事情で、家庭
では生活できない子どもた
ちを、自分の家庭に迎え入
れ養育していただくのが里
親制度です。
里親になりたい方、里親

▼
廃校舎を活用していただける事業者を募集します
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16
17

☎43‐2111（内線234）
【申込み（問合せ）
】 静内庁舎契約管財課

敷
校
体育館あり
17,334㎡（グラウンド含む）
昭和30年築 木造平屋建739㎡
地
舎
敷
校

▼

▼

２．対象物件

30

第１種低層
40
60 27,944,056 13,600
2,054.71 住宅専用地域
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
５ 静内春立176番４
51.53
151,000
築45年
建物 ブロック
３．売払相手の決定 毎週金曜日に締め切り契約者を決定しますが、応募者が複数の場合には抽選とします。
４．その他 購入者が決定次第、土地の用地確定測量を実施しますので、面積の増減があれば土地売却価格を変更する場
合があります。建物の価格については、消費税等相当額８％を別途加算します。

北海道労働委員会では、
突然の解雇や賃金未払いな
ど、労働者個人と使用者間
の労働問題に関するトラブ
ルの解決を支援する「個別
的労使紛争あっせん」を
行っています。
労働問題に精通した公
益・労働者・使用者の各委
員３人一組のあっせん員
が、 当 事 者 か ら 事 情 を 聴
き、問題点に応じた助言等
を行って双方の歩み寄りに
よる解決を図ります。
申請は簡単・無料で、秘
密厳守の上、迅速に対応し
ます。札幌近郊以外の方に
は現地に出向いて申請受付
やあっせんを行います。お
気軽にご相談下さい。
問合せ
北海道労働委員会事務局
☎ ０１１‐２０４‐５６６７
ホームページ

00

71

町有地先着順売払いを実施します

http://www.pref.
hokkaido.lg.jp/rd/sms/
ホットライン
☎ ０１２０‐８１‐６１０５

13

備考
建ぺい率（％） 容積率（％） 売却価格（円） 単価（円／㎡）
用途地域

募集内容／元気で頑張る子
どもたちを応援する標語
や未来に向けての子ども
たちからのメッセージと
なる標語。
応募先 問( 合せ）
（公財）児童育成協会
☎ ０３‐３４９８‐４５９１

10

ちょっと
交流ツアー参加者
体験移住されている方々
と一緒にわがまちの見どこ
ろを巡るツアーです。
一緒に参加して交流して
みませんか。
と き／ 月６日㈫
９時 分～ 時 分
ところ／町公民館（集合）
定 員／６名程度
（先着順）
受付期間
９月 日㈪～ 月２日㈮
参加料／無料（食事代・体
験料等は自己負担）
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
10

10

宅地

土地

静内柏台49番

４

00

28

57

平成27年４月27日㈪～平成28年３月25日㈮まで（土・日・祝日及び年末年始休暇を除く）
９時00分～12時00分 13時00分～17時00分
持参のみ受付（郵送不可）
。随時受付し、毎週金曜日に締め切ります。
１．申込書の配布・受付

種別 地目種別 公簿面積（㎡）
所在地番
物件番号

情報ボックス
情報ボックス

30 00

公営住宅入居者
少子化対策パネル展
と き
月 日㈬～ 日㈮
ところ／日高振興局ロビー
内 容／少子化に関するパ
ネルを 枚掲示
問合せ
日高振興局社会福祉課
☎ ０１４６‐２２‐９４７７

と き／９月 日㈬
時 分
ところ／町公民館

秋の町民安全大会

交通事故死ゼロを目指す日

30

30

内 容／交 通 安 全 決 意 宣
言、交通安全のお約束、
セーフティコール（国道
沿い）
毅交通安全ぬりえ展示
マーガレット幼稚園、静
内幼稚園の年長児が描い
た、 大 切 な 家 族 の た め に
「あんぜんうんてんありが
とう」のメッセージが込め
られたぬり絵を展示します。
と き
９月 日㈬～ 月５日㈪
ところ／町公民館
問合せ
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２８）
10

عႩखभঞॵ५থعڧ

入居資格
①前年の収入が一定の範囲
内である方（入居申込者
及び同居者の収入合算額
が、 月 額 万 ８ 千 円 以
下、裁量階層該当世帯は
万４千円以下の方）
②住宅に困窮していること
が明らかな方
③町税を滞納していない方
④入居申込者及び同居者が
暴力団員でない方
募集住宅／下表のとおり
選考方法／入居希望者が多
数の場合は、町営住宅入
居者選考委員会で選考
し、入居者を決定します。
入居日
平成 年 月中旬（予定）
申込期間
９月 日㈫～ 月６日㈫
申込み（問合せ）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１

ِऒऒौऋ೨द
ँॊञीपّ

10

ｙ Ｃｉｎｅｍａ Ｃｌｕ
ｂ）事務局 下山
☎４３‐２７１０
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28

18

00

30

ప؟য়ಯ୰

Ａｉｂａ祭

䠉ㅮ₇䠉

入居者募集住宅

団地名
住宅番号
型別
月額家賃（円）
面積 ( ㎡ ) 浴槽 トイレ 建設年度
三石旭町Ａ
２‐１Ａ棟２号
３ＬＤＫ
19,100～28,500
68.80
有
水洗
Ｈ２
三石旭町Ａ
２‐１Ｂ棟１号
３ＬＤＫ
19,100～28,500
68.80
有
水洗
Ｈ２
三石本桐Ｅ
７Ａ棟103号
２ＬＤＫ
20,200～30,100
67.70
有
水洗
Ｈ７
三石本桐Ｅ
７Ａ棟205号
３ＬＤＫ
22,800～33,900
76.30
有
水洗
Ｈ７
三石本桐Ｅ
８Ｂ棟110号
２ＬＤＫ
20,500～30,500
67.70
有
水洗
Ｈ８
三石本桐Ｅ
８Ｂ棟112号
２ＬＤＫ
20,500～30,500
67.70
有
水洗
Ｈ８
三石歌笛Ａ
９Ｂ棟207号
３ＬＤＫ
23,400～34,800
76.30
有
水洗
Ｈ９
三石鳧舞
16Ｂ棟３号
２ＬＤＫ
20,500～30,500
67.50
有
水洗
Ｈ16
毅団地により家賃のほか、別途必要経費（駐車場、共益費、ボイラー使用料など）がかかります。詳細については、ご確認下さい。

ところ
さくらセレモニーホール
内 容／大抽選会・生ビー
ル購入割引券
問合せ
三石庁舎農政課
☎３３‐２１１１

قয়୰؞ऽऌय؞৳ૣක७থॱكش

ਛڳڮফڬڭাگ ଅ ଏڬڭৎعଏڮৎ
ৗऱटऊ়ॣ॔७থॱش

27

と き／ 月 日 ㈭
時 分～
29

10

10

᪂䜂䛰䛛⏫ㄌ⏕䠍䠌ᖺグᛕᴗ

15

10

10

25

高齢者共同生活施設
やまびこ入居者

10

20 16

29

00

10

募集部屋数／１室（１人用）
対象者／ 歳以上で、一人
で生活することへの不安
や自炊できないなどの身
体的機能の低下が認めら
れる方で、町税等を滞納
していない方
施設概要／全個室で、キッ
チン、電磁調理器、トイ
レなど備え付けで浴室、
洗濯室は共用です。
食 事／食堂で朝、昼、夕
の３食を提供します。
利用料金／月額４５，００
０円～５５，０００円
※ 月～３月は暖房料２，
５００円が加算されます。
※料金は、前年度の収入状
況などで変わりますの
で、詳しくはお問い合わ
せ下さい。
申込期間／９月 日㈮～
月 日㈬まで（申込多数
の場合には抽選する場合
もあります）
申込み（問合せ）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１５）

00

と き／ 月 日 ㈯
① 時 分～ 時 分
② 時 分～ 時 分
ところ／町公民館
入場料
大人１，０００円
高校生以下５００円
入場券取扱所／町公民館
問合 せ ／ 新 ひ だ か 町 上 映
実 行 委 員 会（ Ｈ ａ ｐ ｐ
30 00 10

小さき声のカノン上映会

10

21

17

防犯教室

30

近年の急激な社会環境の
変化で、身近なところで発
生する犯罪が増加してお
り、住民の生活に不安が広
がってきています。
そこで、さまざまな犯罪
手口を体験していただき、
安全で安心できる地域社会
づくりに役立てていただく
ため、防犯教室を開催します。
と き／ 月５日㈭
時 分～ 時 分
ところ／静内警察署
申込み／不要
参加費／無料
問合せ
静内警察署生活安全係
☎４３‐０１１０
11

60

11

11

14

18 14

18
19

情報ボックス
情報ボックス

申込み（問合せ）
ライディングヒルズ静内
☎４２‐１１３１

水泳教室

内 容／ク ロ ー ル の 泳 力
アップとバタフライを中
心とした技術指導
参加料／１，２５０円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／ 月１日㈭
導カリキュラムと補助法
など
参加料／２５０円（申込時
にお支払い下さい）
受付開始／ 月 日㈫
ところ／各教室・研修とも
町静内温水プール
これらの教室・研修の受
け付けは、受付開始日の
９時 分から町静内温水
プールの窓口で行いま
す。
なお、定員に満たない場
合に限り 時 分から電
話での受け付けを行いま
す。
申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２
13

第３期健康づくり教室

00

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા
毅町民子ども乗馬体験教室
と き
月 日㈯、 日㈯
時 分～ 時 分
体験教室のため、いずれ
か１人１回のみ
対象者／町内にお住まいの
原則６歳以上中学３年生
以下の児童・生徒で、乗
馬初心者
参加料
４８０円 用
+ 具代 円
定 員
各日２人以内（先着順）
毅第２回町民泳力認定会
と き／ 月 日㈯
時 分～（受付）
対 象／町内にお住まいの
３歳以上の方
定 員／ 名（先着順）
内 容／独自の泳力基準に
より認定します（ 級顔
洗い～１級２００ｍ個人
メドレータイムトライア
ル）
参加料／２５０円
（中学生以下は無料）
申込み／ 月 日㈬
時 分まで
35

乗馬教室
毅町民子ども乗馬教室
初心者コース
と き／ 月 日㈫、
日㈫、 日㈫
時 分～ 時 分
※３回続けて参加できる方
対象者／町内にお住まいの
原則６歳以上中学３年生
以下の児童・生徒で、乗
馬初心者
参加料／１，４４０円（３
回分）＋用具代１２０円
（３回分）
員／４名（先着順）
毅アクアエクササイズ
と き／ 月１日㈭︑
６日㈫、８日㈭、 日㈫
Ｃコース
時 分～ 時 分
Ｄコース
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
高校生以上の方
定 員／各コース 名
（先着順）
内 容／フ ロ ー マ シ ン を
使った健康増進と、水中
運動の実技指導
参加料／１，０００円（申
込時にお支払い下さい）
※申し込み受付中です

10

と き／ 月 日㈮、
日㈫、 日㈭、 日㈬
日㈮
時 分～ 時 分
ところ／山手体育館
対 象／町内にお住まいの
成人の方
内 容／ミニバレー、スト
レッチ体操など
参加料／無料
申込み／ 月 日㈮まで
28

10

毅第３回水泳指導者研修会
と き／ 月 日㈫
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人の方で、水泳指導に
興味があり ｍ以上泳げ
る方
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者に対する水
泳指導法の実技研修や指
00

定
毅夜間町民乗馬教室
初心者コース
と き／ 月 日㈬、
日㈬、 日㈬
時 分～ 時 分
対象者／町内にお住まいま
たはお勤めの 歳以上の
乗馬初心者
参加料／２，９１０円（３
回分）＋用具代２７０円
（３回分）
員／４名（先着順）
毅第３期レベルアップ
スイミング
と き／ 月 日㈭、
日㈫、 日㈭、 日㈫
日㈭
対 象／町内にお住まいの
成人の方で、クロールで
ｍ以上泳げる方
定 員／ 名（先着順）

30

00

24

毅町民乗馬体験教室
と き
月 日㈯︑ 日㈯
時 分～ 時 分
体験教室のため、いずれ
か１人１回のみ
対象者／町内にお住まいま
たはお勤めの 歳以上の
乗馬初心者
参加料
９７０円 用
+ 具代 円
定 員
各日２人以内（先着順）
ところ／各 教 室 と も ラ イ
ディングヒルズ静内

開館時間の変更

19 30 20

11

シベチャリ駅伝大会

30

24

21

15 20

10

17

10

40

10

10

00

00

00

13

16

次のとおり、新成人の代表を募集します。記念に残る成人式にしませんか。申し込みをお待ちしています。
対
象 成人式に出席する新成人
予定内容 町民憲章朗唱（１名）、記念品の受け取り（１名）
、決意表明（１名）
募集期間 12月３日（木）まで ※定員を超える場合は、厳正なる抽選を行い決定します。

16

21

22

10

10

新成人代表募集

定

（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８
町静内温水プールでは、
月１日㈭から次のとおり
開館時間を変更します。
開館時間
火～金曜日
時 分～ 時 分
→ 時 分～ 時 分
土・日・祝日
時 分～ 時 分
→ 時 分～ 時 分
問合せ／町静内温水プール
☎４２‐６３２２
30 30

町民芸術祭個人作品募集

30 30

00 10

と き／ 月 日 ㈰
時 分（開会式）
時 分（スタート）
コース／ピュア前発着町内
環状コース
クラス／小 学 生 男 ・ 女 、
Ａ、Ｂ、Ｃクラス
チーム／小学４年生以上の
５名で編成
※大会当日の 時 分から
時 分までは、御幸通
りが車両進入禁止となり
ます。
申込み（問合せ）／シベチャ
リマラソン・駅伝大会実
行委員会事務局
（町静内体育館内）
☎４２‐００４８
20 20

16

スポンジテニス教室
と き／ 月 日㈭、
日㈭、 日㈭
時 分～ 時 分
ところ／町静内体育館
対 象／町内にお住まいの
成人の方
講 師／佐々木 舞氏
参加料／無料
申込み／ 月 日㈭まで
（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８
17 20

募集作品／絵画などの壁掛
けタイプ（展示総数が横
１８０㎝×縦１８０㎝以
内に収まるもの）
陶芸などの置物タイプ
（展示総数が１８０㎝×
㎝以内に収まるもの）
申込期限／ 月 日㈮
展示期間
月 日㈮～ 月１日㈰
展示会場／町公民館
申込み（問合せ）／町民芸
術祭実行委員会静内運営
委員会（町公民館内）
☎４２‐００７５
10

20
21

00 00

10

新ひだか町成人式

30

12

30

20

00 00

14

平成28年（第10回）
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30

10
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30
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18

11

☎42‐0075
【申込み（問合せ）】町公民館
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30 00

27
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00
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10 10
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10
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16 20

18 21

10 22
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平成28年１月10日（日） 受付／13時00分～ 式典／13時30分～
町公民館
平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれの方で
①新ひだか町に住民登録されている方
②新ひだか町に在住していたが、就職・進学等により現在、他市町村に住民登録されている方
※②に該当している方は、12月15日（火）までに町公民館に申し込み下さい。
※①に該当している方及び②に該当し、町公民館に申し込みをされた方には、12月17日（木）にハガキ
でご案内します。なお、期日から２～３日が過ぎてもはがきが届かない場合は、町公民館までご連絡
下さい。
と き
ところ
対 象

まなびの広場
まなびの広場

ふるさとミュージアムコンテンツ ／ 図書館だより

ĲĲĵ

新ひだか町博物館 ☎ 42-0394
アイヌ民俗資料館 ☎ 43-3094
三石郷土館
☎ 33-2111
HP http://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
E-mail shinhidaka-museum@car.ocn.ne.jp

博物館 特別展
新ひだか町10年記念・第１回新ひだか町
博物館特別展「静内三石旧町回顧展」開
催中。静内三石旧町
ゆかりの品々で、ま
ちの歴史をふりかえ
ります。

ミュージアムレポート

国勢調査の記念品

町内博物館のご案内

９月１日㈫から11月17日㈫の間、
全10回にわたって、アイヌ文様を
刺繍した鉢巻きを作ります。はじ
めに、アイヌ民族の衣料について
学芸員の講義を受け、刺繍の基礎
を講師から学びました。生地の裁
断、縫製、刺繍とすすめて、完成
を目指します。

̺ͤ͢܁

新ひだか町図書館
本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

ホームページ http://www.shinhidaka-library.jp/ スマホ用Web-OPAC http://www.shinhidaka-library.jp-opac/sp/

本館新着情報
●鬼神の如く 黒田叛臣伝／葉室麟
●ボケてたまるか！62歳記者認知症早期治療実体験ルポ
●ボクシング「戦後70年史」
●図解マイナンバー法のすべて Q&A
●作務衣、甚平、はんてん、日常着
【CD】
●「魂リク」／福山雅治
● LAND ／ゆず
●葡萄／サザンオールスターズ
●レインボーロード／絢香
●街角の心／東京大衆歌謡楽団
● REFLECTION{Drip} ／ Mr.Children

三石分館新着情報
●似非遍路／澤田ふじ子
●十字の記憶／堂場瞬一
●掟上今日子の挑戦状／西尾維新
●孤狼の血／柚月裕子
●バイバイ、おねしょ／冨部志保子
●顔ダンスで即たるみが上がる！若返る！10歳若見え！
●10代スポーツ選手のケガ予防と回復食／川端理香
【児童書】
●ぴょこたんのなぞなぞめいろブック１
●つきのうさぎ／いもとようこ
●動物と話せる少女リリアーネスペシャル３

アイヌ民俗資料館

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

９時00分～17時00分
月曜・祝日の翌日休館

三石郷土館

ピュアプラザ
町民ギャラリー

９時00分～17時00分
土曜・日曜・祝日休館

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

毅読書週間事業（本館）
10月18日㈰ 13時30分～15時30分 入場無料・申込不要
コミュニティ助成事業 上映会「南極料理人」
“氷点下54℃でおいしいごはんできました！”
10月25日㈰ 13時30分～15時00分 入場無料・申込不要
コミュニティ助成事業 第２回新ひだか町図書館開館記念講演会
「南極料理人 西村淳の南極の食卓」
10月31日㈯ ふたりしずか朗読会
10月31日㈯～11月１日㈰ 古本市
＊ご家庭で読み終わった本がありましたら、ご寄贈
をお願いいたします。（百科事典・CD・DVD・カ
セットテープ・ビデオテープはお受けしておりません）

11月 ７ 日㈯～11月８日㈰
分 館

こども一日司書

読書週間事業

ブックコート講習会

お気に入りの本を図書館の本と同じようにブックコート（透
明なビニールシート）でコーティングしてみませんか？
と
き 11月３日
11月３日㈫
㈫ 10時30分～11時30分
と こ ろ 図書館三石分館
持 ち 物 お好きな本２冊（高さ30cm 以内）
定規、ハサミ、タオル
定
員 先着５名（事前申込制）
申込期間 10月１日
10月１日㈭
～17日㈯
㈭～17日
㈯10時～18時（休館日を除く）
問 合 せ 図書館三石分館 ☎33‐2051

【日時】３・10・17・24・31日㊏
毅【場所】本館 おはなしのへや

毅

（※ 新着図書等は上記以外にもたくさんあります。ぜひ図書館へおこし下さい！）

毅

10 月の休館日

毅 はまなす文庫

毅

図書館本館は、毎週火曜日の開館時間を20時00分まで延
長します。※火曜日が祝祭日の場合は、18時00分に閉館します。

文化講座第Ⅱ期

10時30分～

【日時】６日㊋ 10時30分～
毅【場所】本館 おはなしのへや

４・５・11・13・18・19・25・26日㊐㊊㊋
三石分館 虞 30日㊎（資料整理日）

【問合せ】 町民芸術祭実行委員会 静内事務局 ☎42‐0075
三石事務局 ☎33‐2222

毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け） 毅

毅

５・13・19・26日㊊㊋
館 虞 30日㊎（資料整理日）

三石会場（旧鳧舞小学校）
総合展示発表会❀
❀総合展示発表会
❀
毅10月９日（金）～10月12日（月・祝）
鑑賞時間 ９時00分～17時00分（12日は13時00分まで）
総合芸能発表会❀
❀総合芸能発表会
❀
毅10月18日（日） 17時30分～21時00分
特設部門❀
❀特設部門
❀
毅町老人クラブ連合会三石支部芸能祭り
10月22日（木） 10時00分～15時00分
毅軽音楽祭（みついしふれあいプラザ）
11月１日（日） 18時00分～
毅町民ダンスパーティー（みついしふれあいプラザ）
11月15日（日） 18時30分～20時30分

アロマセラピー講座

ステンドグラス講座

アロマの香りにつつまれながら
リンパケアしてリラックスしましょう。
10月25日は化粧水、
11月８日は美容液を作ります。

クリスマスツリーを作ります。
今年のクリスマスをロマンチックな灯りで
演出しませんか。

10 月の読み聞かせ

毅 赤ちゃんへの絵本の読み聞かせ

本
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博物館

【日時】２・16日㊎

14時30分～

毅【場所】三石分館 えほんのへや

毅

毅 おはなしたんぽぽ

毅

【日時】３・10・17・24・31日㊏ 13時00分～
毅【場所】三石分館 えほんのへや
毅

新ひだか町民芸術祭

「アイヌ刺繍教室‐鉢巻きづくり」開催中

静内会場（町公民館）
作品展示❀
❀作品展示
❀
毅第１展示 10月23日（金）～10月25日（日）※一部の部屋
毅第２展示 10月30日（金）～11月１日（日）
毅第３展示 11月６日（金）～11月８日（日）
鑑賞時間 10時00分～18時00分
会
会❀
❀茶
❀
毅作品展示期間中及び11月３日（火・祝、町表彰式当日）
実施時間 10時00分～15時00分
芸能発表❀
❀芸能発表
❀
毅第１ステージ 10月24日（土） 14時00分～
毅第２ステージ 10月25日（日） 14時00分～
11月14日（土） 吹奏楽部門 13時00分～
毅バンド祭り
11月14日（土） アコースティック部門 18時00分～
11月15日（日） 軽音楽部門 14時00分～

第十回

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ

まなびの広場

毅と

き

毅講 師
毅定 員
毅会 場
毅材料費

10月25日、11月８日
各日曜日 10時00分～12時00分
佐渡貴子さん
各10名
三石陶芸会館
各1,500円程度

毅と

き

毅講 師
毅定 員
毅材料費
毅持ち物

11月20日（静内会場～町公民館）
12月 １ 日（三石会場～三石陶芸会館）
日（三石会場～三石陶芸会館）
各火曜日 10時00分～14時00分
ステンドグラス虹の会のみなさん
各10名
2,000円
スリッパ、エプロン等

申込方法 10月１日㈫～14日㈬までの土・日・祝日を除く９時00分～17時00分まで、窓口と電話の両方

で受け付けします。各講座とも定員になり次第締め切ります。材料費は初日にお支払い下さい。

申込み（問合せ）社会教育課（図書館三石分館内） ☎33‐2222
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