にこの助成金を受けてい
ないこと
助成金額／ 万円（雇用し
た若年者等１人あたり）
その他／町ホームページか
ら申請書等の様式をダウ
ンロードすることができ
ます。
問合せ
静内庁舎商工労働観光課
☎４３‐２１１１
（内線２９２）

児童手当現況届
児童手当を受けている方
は、毎年６月中に現況届を
提出しなければなりません。
この届け出は、引き続き

児童手当を受ける要件があ
るかどうかを審査するもの
です（所得制限が設けられ
ていますので、所得の審査
も行います）。
この届け出がなければ、
６月分以降の手当が受けら
れなくなりますので、次の
受付期間に必ず提出して下
さい（対象者には６月上旬
に書類を送付します）。
受付期間
６月 日㈪～ 日㈮
受付時間
９時 分～ 時 分
時 分～ 時 分
受付場所
静内庁舎１階ロビー
三石庁舎町民福祉課

▼

▼
を行っていないこと
④義 務 教 育 修 了 者 で あ っ
て、採用時に 歳未満の
若年者等を正規雇用する
こと
⑤雇用した若年者等を６か
月以上継続雇用している
こと
⑥雇用した若年者等が雇用
された月から引き続き町
内に住所を有しているこ
と
⑦若年者等を雇用した日前
６か月の間に、事業主の
都合による離職者がいな
いこと
⑧町税を滞納していないこ
と
⑨雇用した若年者等が、既
17

▼

している中小企業者
※正規雇用とは、フルタイ
ムで従事して永久的、ま
たは定年まで雇用期間を
定めない雇用形態を指す
正 職 員・ 正 社 員 で あ っ
て、「 パ ー ト タ イ ム 労 働
者やアルバイト、契約社
員、 臨 時 社 員、 嘱 託 社
員、準社員など」につい
ては該当しません。
①町内に事務所、店舗また
は工場を有していること
②勤務する当該事業所が雇
用保険適用事業所である
こと
③風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法
律第２条に規定する営業

定 員／ 名
参加料／無料
申込締切／６月 日㈮
時 分まで
申込方法／町商工会に直接
お申し込み下さい。
申込み（問合せ）
新ひだか町商工会
☎４２‐００４１
４２‐８２２０

13

00 00

若年者等
雇用促進助成金
町では、若年者の雇用拡
大及び優秀な人材を確保す
るとともに、地域の産業の
活性化を図るため、平成
年４月１日以降、新たに若
年者等を正規雇用した中小
企業者に対し、雇用に要す
る経費の一部として助成金
を交付しています。
詳しくは町ホームページ
をご覧いただくか、お問い
合わせ下さい。
助成対象／若年者等を正規
雇用し、次の条件を満た
28

歌笛郵便局内町行政コー
ナー（月・水・金の午前中）
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１５）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６・１１９）

人数の変動等により助成を
受けられる場合があります
ので、審査を希望される方
はお問い合わせ下さい。
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１８）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１６・１１９）

▼

00 00

循環器内科は予約制です。

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

10

30

入札参加資格審査申請

30

13

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

00

町では、平成 年度から
平成 年度における農業用
機械器具物品等の購入に係
る競争入札参加資格審査を
次の日程で行います。
競争入札に参加するため
に は、 資 格 審 査 申 請 を 行
い、新ひだか町競争入札等
参加資格者名簿に登録され
ていることが必要です。
詳細は町ホームページで
公表します。
と き
６月１日㈬～ 日㈬
（土・日を除く）
ところ／静内庁舎農政課
提出方法／持参提出のみ
問合せ／静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
（内線２５３）

【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)

17

℻

10

28

15

創業支援講習会

00

10

納期内に納入を
お願いします。

定期相談６月
町商工会では、創業の成
功ポイントをプロが教える
創業塾を開催いたします。
参加は無料ですので、お
気軽にご参加下さい。
と き／６月 日㈬
時 分～ 時 分
※希望者対象「個別相談会」
時 分～ 時 分
ところ／町商工会会議室
内 容／事業成功につなが
る計画書の作り方、知っ
て お き た い 施 策・ 補 助
金・無料の支援
講 師／網野征樹氏 （網野
中小企業診断士事務所代表）
対象者／創業希望（予定）
者、 創 業 ま も な い 事 業
者、事業継承者など
00

医療費助成
受給者証の更新
「 乳 幼 児・ ひ と り 親 家 庭
等・重度心身障がい者」医
療費助成制度の受給者証を
現在お持ちの方（健康保険
と医療費助成の自己負担が
同じであるため、受給者証
が発行されていない方も含
む）で、更新の手続きが必
要な方には６月上旬に通知
いたしますので、必要書類
を提出して下さい。
なお、通知のなかった方
で更新審査後引き続き該当
となった方には、７月下旬
に新しい受給者証を郵送し
ます（非該当になった方に
も通知します）
。
また、所得制限により現
在、医療費助成を受けてい
ない方でも、所得額や扶養
17 15

※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。

受付時間：13時30分 ~16時00分

17

17 12

６月16日㈭

00

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 ６月10・24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
６月２日㈭

30

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、６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。
と き ６月２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（内線110）
【今月の納期】
・町道民税（１期分）
・国民健康保険税（１期分）
・保育所負担金（６月分）
・町営住宅使用料（６月分）
・学校給食費負担金（６月分）
・下水道受益者負担金（１期分）

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

14

町長三石在庁日
６月の税務日程

相談は無料です
15

14
2016‐６
shinhidaka
2016‐６
shinhidaka

15

行政相談
と き ２日㈭ 13時00分～16時00分
ところ 静内庁舎１階町民相談室
年金相談（予約制）
と き 23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。
人権（子ども含）・困りごと相談
と き ８日㈬、22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）
法律相談（予約制）
と き １日㈬、６日㈪、８日㈬、
13日㈪、15日㈬、20日㈪、
22日㈬、27日㈪、29日㈬
13時00分～15時00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）
手話相談
と き １日㈬、15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
アイヌの方を対象とした相談会
と き ４日㈯ 14時00分～15時00分
ところ 町公民館
予約先 ハローワークしずない
☎42‐1734
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
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
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）
連絡先 ☎43‐3121
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
月

情報ボックス
情報ボックス
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9：30～11：30
ＪＡみついし
（三石本桐 )
13：00～15：30
みついしふれあいプラザ
（三石本町 )

★ごみはヒグマを呼び寄せます★
毅絶対ごみを捨てない！ごみは全て持ち帰りましょう
毅動物の死体を見つけたら、その場所から離れましょう
毅最近は人を見ても逃げないヒグマがいますので、十分注意しましょう

‐日高振興局・新ひだか町‐

三石国保病院では、受付業務の効率化を図るため、７月
１日（金）から次のとおり受付方法等を変更します。
①受付箱の廃止
窓口に設置していた「受付箱」を廃止します。これにより、
受付は「自動再来受付機」か「窓口」での受付となります。
②受付時間の変更
午前の受付開始時間が８時30分から８時15分になります。
③正面玄関の開錠時間
７時30分から８時00分になります。

【問合せ】 三石国民健康保険病院

☎33‐2231

■７月に保険料額をお知らせします■
平成28年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。
毅保険料の計算方法
均等割
所得割
１年間の保険料
【１人当たりの額】 ＋
【被保険者本人の所得に応じた額】
＝
【限度額57万円】
49,809円
（平成27年中の所得－33万円）×10.51％
（100円未満切り捨て）
毅１年間の保険料の上限額は57万円です。
毅所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じて保険料が軽減されます。
毅年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
「年金からの支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望される方はお
毅保険料の支払いは、
住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
毅災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困きゅうし、保険料の支払いが困
難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。

■ジェネリック医薬品の利用について■
毅医療機関で処方される薬には、新薬（先発医薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）があります。
毅ジェネリック医薬品の処方を希望される方は、医師や薬剤師にその旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口に「希
望カード」を提示することによりお願いすることができます。
毅ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生労働省の基準を満たしている安全な薬です。希
望される場合は、必ず主治医や薬剤師に相談しましょう。
毅ジェネリック医薬品を利用すると、薬代が安くなります。薬によって異なりますが、新薬より３割以上、中に
は５割以上安くなるものもあります。

▼

毅音を出しながら歩きましょう
毅薄暗い時は山に入らないようにしましょう
毅ヒグマのフンや足あとなどを見つけたら、
すぐに引き返しましょう

三石国保病院の受付時間等の変更

～平成28年度の保険料等について～

【問合せ】 北海道後期高齢者医療広域連合 ☎011‐290‐5601
保険料について…静内庁舎税務課 ☎43‐2111（内線165・174）
制度及び資格について…静内庁舎生活環境課 ☎43‐2111（内線124・125）
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線118）

★ヒグマに出会わないことが一番★

▲

６月３日（金）

ヒグマに注意

後期高齢者医療制度のお知らせ

国民年金学生納付特例制度

▼

５～６月はカラスが繁殖期に入り、巣の近くを通る人を
威嚇する場合があります。帽子や傘をさすなどして、被害
にあわないようにして下さい。
毅巣を作られそうな木や枝は事前に切る。
毅ごみの出し方に気をつけてカラスが寄らないようにする
毅道路の近くなどで巣を見つけたら、すぐに連絡する。
※電柱に巣がある場合は北電に連絡して下さい。
【問合せ】
三石庁舎水産林務課 ☎33‐2111（内線134）
静内庁舎水産林務課 ☎43‐2111（内線254）

対象となる要件
毅町内に住所を有していること（学生等で居住実態が
ない場合は対象になりません）
毅対象者及び同世帯員に町税等の滞納がないこと
毅研修が修了、もしくは資格の登録が完了していること
申請期限
研修終了日、もしくは登録完了日の翌日から３か月以内
申請手続き
印鑑（スタンプ式不可）
、住所が確認できるもの、通帳
の写し、受講料等の領収書、修了証明書もしくは登録証
※研修については内容、費用、日程等がわかるもの
【問合せ】 静内保健福祉センター ☎42‐1287
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線116）

▼

カラスの巣に注意

▼

▼

詳しくは北海道国民年金基金までお問い合わせ下さい。
錆0120‐65‐4192

介護職員 介護職員
介護支援
介護福祉士 社会福祉士
初任者研修 実務者研修
専門員
受講料
助成対象
登録手数料
受講料
経費
登録免許税
助成対象経費の１／２
助成対象経費の１／２
助成額
限度額５万円
限度額４万円

▲

【こんなメリットがあります】
①掛金の全額が課税所得から控除され、所得税・住民
税ともに軽減されます。老後に受け取る年金は「公
的年金等控除」の対象となります。
②加入した時の掛金や受け取る年金額は変わりません
ので、自分に合わせた年金設計ができます。
③保証付に加入した方が保証期間内に亡くなられた場
合、遺族の方に一時金が支給されます。

福祉関係資格を取得された方に対し、受講料等の一
部を助成しています。
対象研修及び資格

▼

国民年金基金に加入できるのは、いずれの条件も満
たしている方です。
毅20歳から60歳未満の方
毅国民年金保険料を納めている方（農業者年金加入者を除く）
毅道内に住民票のある方
※国民年金に任意加入されている60歳以上65歳未満
の方も加入できます。

福祉人材育成支援事業

▼

国民年金基金

▼

国民年金にゆとりをプラス。自分で入る公的な個人年金。

▼

情報ボックス

▼

情報ボックス

20歳以上であれば学生の方も国民年金制度に加入しなければなりませんが、学生の方ご本人には所得がないため、
国民年金制度に加入しても保険料を納めることができません。この制度は、在学期間中の国民年金保険料を社会人に
なってから納めることができる制度です。また、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の
障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること（追納）ができます。学生納
付特例期間の承認を受けた年度から起算して３年度目以降に保険料を追納する場合には、その当時の保険料に、一定
の金額が加算されます。追納しない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、将来受け取る年金額に
は反映されません。
対象者 毅大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等に在学する20歳以上の学生
※修業年限が１年以上の課程に在学している方に限ります。
毅学生本人の所得が118万円＋（扶養親族等の数×38万円）＋社会保険料控除等以下である方
申請方法 住民登録をしている市役所／町村役場へ下記書類を持参して申請して下さい。
必要書類 年金手帳、印鑑、在学証明書または学生証の写し
手続き（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118）
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▼

予防接種・がん検診等助成 健康づくり商品券

交付額 月額8,500円
対象の要件
要介護高齢者（要介護４または５）を現に介護して
おり、世帯全員が町民税非課税であること。
申請方法
持ち物：印鑑（スタンプ式不可）、要介護高齢者の介
護保険被保険証
場 所：地域包括支援センターしずない ☎43‐1111
三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線116）
【問合せ】地域包括支援センターしずない ☎43‐1111

▼

▽

▽

▼

自宅で高齢者を介護している家族に対し、介護用品
（紙おむつ、パット等）を購入する際に利用できる支
給券を交付しています。

認知症カフェ運営事業

▼

▼

家族介護用品支給事業

認知症の高齢者やその家族、地域住民等が気軽に集
い、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換ができ
る「認知症カフェ」を運営する団体または個人を募集
しています。
補助対象の要件
①新ひだか町を拠点に継続的に開催すること
②医療関係者や認知症に関する知識を習得している人
員を配置し、認知症の高齢者やその家族からの相談
に対応すること
③参加者が気軽に集える場を提供すること
補助内容
補助の金額は、補助事業に要する経費の合計額から
収入金額を控除した額のうち、１開催につき20万円を
限度として予算の範囲内で補助します。
【問合せ】地域包括支援センターしずない ☎43‐1111

平成26年度新ひだか町ふるさと応援寄付 寄付金運用状況

町では、平成20年度から「新ひだか町ふるさと応援寄付」制度がスタートしました。ここで生まれ育った方、か
つて訪れたことがある方、ゆかりのある方々からご寄付をいただき、よりよいまちづくりのため活用させていただい
ています。平成26年度につきましては、下記のとおりご寄付をいただき、誠にありがとうございました。
いただいた寄付金は、それぞれ指定のありました下記事業に有効に使わせていただきました。これからも新ひだか
町を応援下さいますよう、よろしくお願いいたします。

◆寄付総件数95件

◆寄付金総額1,530,000円

【使途指定一覧】

事業名
二十間道路桜並木の保全及び整備等に関する事業
森林資源の維持・保全及び整備に関する事業
高齢者の福祉向上に関する事業
スポーツ及び文化の振興に関する事業
新ひだか町の地域振興に関する事業
子育てに関する事業
墓地周辺整備に関する事業
郷土歴史館に関する事業
軽種馬に関する事業
ペテカリの園を支援するための事業
特別養護老人ホーム蓬莱荘に関する事業
静内温泉の運営に関する事業
合
計

件数
28件
26件
17件
７件
８件
２件
１件
１件
２件
１件
１件
１件
95件

金額
使途
344,000円 二十間道路桜並木の管理に
189,000円 森林環境の保全・整備に
381,000円 高齢者を対象とした福祉バスの運行に
75,000円 体育団体への助成に
315,000円 地域の文化や自然環境を活かしたまちづくり事業に
17,000円 子育て支援センターの運営に
8,000円 静内葬苑の管理に
8,000円 郷土文化事業に
21,000円 軽種馬振興事業に
84,000円 障がい者福祉団体助成事業に
84,000円 特別養護老人ホーム蓬莱荘の運営に
4,000円 静内温泉の施設管理に
1,530,000円
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▼

平成28年４月１日受診分より、予防接種については助成限度額を設けております！がん検診等はこれまでと変更ありません。
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）または、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が代理申請をする場合には、委任状の提出をお願いします。委任状付き申請書は申請
窓口と町内医療機関に設置しています。
毅そ の 他 ①予防接種については、助成限度額を設けます。
・インフルエンザ（2,500円）
、水痘（5,000円）
、おたふく（3,000円）
、肺炎球菌（5,000円）
②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。
③受診日から６か月以内に申請して下さい。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（内線292・293）
静内保健福祉センター ☎42‐1287
三石保健センター ☎33‐2233

子ども医療費助成 健康づくり商品券

子どもにかかった医療費を新ひだか町健康づくり商品券で助成します
毅対象となる子ども
15歳まで（満15歳になった日以降最初の３月31日まで）の子どもで下記の①、②どちらかに該当すること。
①診療日に子どもの住民票が新ひだか町にあること
②診療日に新ひだか町重度 ･ ひとり親家庭等 ･ 乳幼児等医療費助成の対象となっていること
毅対象となる医療費
医療費のうちの保険診療分で、各種医療費助成を適用した後の自己負担額が対象となります。
（食事療養費・健康診断料・文書料・交通費などは対象外です。）
毅商品券換算の計算方法
子ども一人ごとにかかった保険診療分の自己負担額を、診療月ごとに計算します。申請ごとに計算し、500円未満の端数は切り捨てます。
切り捨てた額は、次回申請に繰り越せませんので、診療月ごとにまとめて申請して下さい。一人当たりの上限はありません。
毅必要書類
①子どもの保険証
②各種医療費助成を受けていることがわかるもの（対象者のみ )
※乳幼児等医療費受給者証や高額療養費など保険者からの支給決定通知書等
③医療機関等からの領収書等（領収印があり、保険適用内容がわかるもの）
④印鑑（シャチハタ不可）
毅申請方法
対象となる子どもの保護者からの申請を受け付けます。静内庁舎福祉課 ･ 三石庁舎町民福祉課の窓口で申請して下さい。
毅申請期限
診療日の翌月から６か月以内
毅商品券取扱事業所
役場に取扱事業所の一覧を用意しています。取扱事業所については、新ひだか町商工会へお問い合わせ下さい。
【問合せ】 静内庁舎福祉課 ☎43‐2111（内線118・119） 三石庁舎町民福祉課 ☎33‐2111（内線119）

▼

奨学資金として
真下建設株式会社（代表取締役社長 真下 明）
一般資金として
野上治代、野上俊雄（静内豊畑）
社会福祉資金として
齊藤シズ子（静内高砂町）
町図書館・博物館用備品として
車いす／株式会社すえざき葬儀社（代表取締役 末崎泰将）
町公民館用備品として
車いす／株式会社すえざき葬儀社（代表取締役 末崎泰将）
特別養護老人ホーム蓬莱荘へ
ウエス／三國ヤエ子（静内緑町）

▼

▼▼▼▼▼▼

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）

▼

善意に感謝いたします

▼

情報ボックス
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24勝12敗４分 ‐
24勝18敗１分 ３
22勝20敗１分 ５
17勝22敗０分 8.5
17勝24敗２分 9.5
15勝23敗２分 10

▼
主に５番ライトで、
19試合に出場
初のサヨナラヒットも！
ファームで調整中
（成績はファーム）

.270

１本

14打点 （通）３試合 １勝１敗 1.69

北海道日本ハムファイターズ応援観戦ツアー参加者募集

新ひだか町誕生10周年記念事業として、北海道179市町村応援大使企画を活用し、町民を対象とする「北海道
日本ハムファイターズ応援観戦ツアー」を実施します。
先着80名の限定企画ですので、お早めにお申し込み下さい。
詳しくは町ホームページの募集要項か静内庁舎企画課までお問い合わせ下さい。
と
き ８月11日（木） ７時45分みついしふれあいプラザ前発 ８時20分町公民館前発 17時30分札幌ドーム発
と こ ろ 札幌ドーム 北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ
応援座席 A 指定席 ※座席指定はできません
定
員 80名 ※先着順とします。
参 加 費 １人あたり3,500円
そ の 他 ①当日は、町有バスで無料送迎します（観戦手続きの関係上、往路は必ず乗車していただきます）。
②練習後に、新ひだか町応援大使との記念撮影を行います（応援大使の出場状況によっては、変更の
可能性があります）
。
③参加者全員に、特製ステッカーをプレゼントします。
④昼食は配布しませんので、各自で対応願います。
対
象あ町内に住所を有する小学生または中学生の方で、保護者（18歳以上の者）と２名１組での応募である
こと
応募期間 ６月６日（月）～30日（木） ※定員になり次第締め切らせていただきます。
応募書類 応援観戦ツアー申込書に必要事項を記入の上、参加費とともに提出して下さい。
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停電が発生した場合には、パソコンやスマートフォ
ンなどから、ほくでんホームページ「停電情報のお知
らせ」より下記の情報を確認することができますので、
ご利用下さい。
なお、町ホームページの「防災情報：ほくでん停電
情報」からもアクセスできます。
お知らせ内容
発生日時、復旧見込み日時、現在停電中の住所、停
電原因、現在の停電戸数、過去の停電情報
ホームページ
毅パソコン・スマートフォンサイト
http://www.hepco.co.jp/power_outage/index.html
毅モバイルサイト
http://www.hepco.co.jp/m/power_outage/index.html
※モバイルサイトでは、
「現在停電中の住所」
（市町村別）
及び「現在の停電戸数」のみのお知らせとなります。
【問合せ】 北電静内営業所

☎42‐0009

結

果

公

表
（単位：千円）

入札工事・委託名

落札業者

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）

区画線工事

日本ライナー㈱北日本支店

2,950

3,000 98.33

街路樹剪定業務委託

㈲下河原建設

1,251

1,350 92.67

緑地プラザ外管理業務委託

㈲下河原建設

837

920 90.98

御幸５条通線調査設計業務委託

新和測量㈱

1,730

1,830 94.54

町道清掃業務委託

㈱シティック

2,690

2,770 97.11

新冠泉地区新植事業業務委託

日高中部森林組合

9,250

9,387 98.54

草刈業務委託その１（ＰＧ外）

㈱環境整備公社

5,400

5,690 94.90

草刈業務委託その２（公営住宅）

㈱海馬澤組工業

2,350

2,470 95.14

草刈業務委託その３（静内川左岸緑地公園）

㈱環境整備公社

1,540

1,710 90.06

草刈業務委託その４（静内川右岸緑地公園外）

㈲大川産業

3,100

3,300 93.94

草刈業務委託その５（都市公園）

㈲誠工業

3,380

3,450 97.97

森林公園草刈業務委託

㈱海馬澤組工業

730

790 92.41

二十間道路桜並木草刈業務委託

㈲大川産業

6,700

6,940 96.54

４月28日入札結果

（単位：千円）

入札工事・委託名

落札業者

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）

静内柏台団地公営住宅等建設外構工事その１

真下建設㈱

21,850 22,130 98.73

真歌第１地区共同井戸修繕工事

㈲渡辺製作所

1,170

1,280 91.41

ピュア物販店施設改修工事その１

㈱新興電気静内支店

2,470

2,570 96.11

静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事１工区

㈱道南

4,670

4,770 97.90

静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事２工区

飯田工業㈱

4,645

4,740 98.00

静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事３工区

㈱長嶺設備工業

5,300

5,420 97.79

静内地区検査期間満了量水器取替修繕工事４工区

㈲伊藤配管設備

5,100

5,270 96.77

三石地区検査期間満了量水器取替修繕工事

㈲坂本鉄工所

4,260

4,410 96.60

ピュア物販店施設改修工事その２

㈱長嶺設備工業

1,730

1,780 97.19

ピュアトイレ施設改修工事

㈱道南

4,490

4,580 98.03

目名２号線調査設計業務委託

昭和測量設計㈱

1,300

1,370 94.89

ピュア施設改修工事実施設計業務委託

㈱岩見田・設計

4,500

4,720 95.34

静内柏台団地公営住宅等建設工事監理業務委託

㈱アトリエアク

6,400

6,630 96.53

分収造林川上団地新植事業業務委託

日高東部森林組合

4,400

4,480 98.21

先天性風しん症候群予防抗体検査料助成

▼

北海道では防災に対する心構えなどを多くの方に
知っていただくため、「北海道地域防災マスター」の
育成に取り組んでいます。
北海道地域防災マスターに認定されるためには、認
定研修会の受講が必要となります（認定研修の受講料
は無料です）
。
と
き ７月30日（土） 10時30分～16時30分
と こ ろ 町公民館
定
員 100名（先着順）
募集期間 ５月20日（金）～６月28日（火）
対
象 防災経験がある警察、消防などの現職・Ｏ
Ｂをはじめ、自主防災組織・自治会の役員
など地域で防災活動に取り組んでいる方
研修内容あ指導者向け防災講座、災害図上訓練（ＤＩ
Ｇ）
、応急救護 など
申 込 み 電子メールまたはファックス
【申込先（問合せ）
】
〒060‐8588 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道総務部危機対策局危機対策課防災グループ
☎011‐204‐5008 ℻011‐231‐4314
ﾒｰﾙ somu.bosai22@pref.hokkaido.lg.jp
HP http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/
bosai_top.htm

停電発生時の情報について

▼

北海道地域防災マスター認定研修会

▼

▼

【申込み（問合せ）
】静内庁舎企画課 ☎43‐2111（内線222）
三石庁舎地域振興課 ☎33‐2111（内線110）

札

４月14日入札結果

浦野博司選手

▼

▼

１ 福岡ソフトバンクホークス
２ 千葉ロッテマリーンズ
３ 北海道日本ハムファイターズ
４ オリックス・バファローズ
５ 埼玉西部ライオンズ
６ 東北楽天ゴールデンイーグルス

５月19日現在

近藤健介選手

▼

４連勝もあり貯金２で３位

入

▼

応援大使の成績

北海道では、妊娠を希望する出産経験のない女性等を対象に風しん抗体検査料を助成します。
対象者 新ひだか町にお住まいの方のうち
①妊娠を希望する出産経験のない女性
②妊娠を希望する出産経験のなく、かつ抗体のできない女性の配偶者（事実上婚姻関係にあるものも含む）
並びに同居者
③妊婦（抗体価の低い）の配偶者並びに同居者。ただし、「過去に風しん抗体検査を受けたことがある」「過
去に２回の風しん予防接種を受けている」「検査により風しんと診断されたことがある」方は除きます。
実施内容 一度協力医療機関に支払った後、風しん抗体検査費用を助成します。
助成金額 ＥＩＡ法 6,690円
ＨＩ法 5,250円（どちらかの検査方法により１回のみを限度として助成します）
申請方法 北海道風しん抗体検査事業補助金交付申請書と領収書、並びに住所地を証明する書類の写し（運転免許証
など。同居者の場合はご自分と対象女性の証明書）を持って、住所地の保健所に提出して下さい（郵送可）
。
実施期間 平成28年４月１日～平成29年３月10日
提出期限 平成29年３月15日必着
協力医療機関 北海道のホームページまたは最寄りの保健所にお問い合わせ下さい。
【問合せ】静内保健所 ☎42‐0251
shinhidaka

2016‐６

20

水路事故防止のお願い

へお持ち下さい。
問合せ
静内庁舎福祉課
☎４３‐２１１１
（内線１１８）
三石庁舎町民福祉課
☎３３‐２１１１
（内線１１９）

外国人労働者問題
啓発月間

済・社会の活性化が図られ
ますよう、早期に採用計画
を決定いただき、求人の申
し込みをお願いいたします。
申込み（問合せ）
ハローワークうらかわ
☎ ０１４６‐２２‐３０３６
ハローワークしずない
☎ ０１４６‐４２‐１７３４

相続税の課税ベース

26

介護保険サービス
施設運営事業者の公募

外国人は「ルールを守っ
て」適正に雇用しましょう。
①雇い入れる前に、就労が
認められるか在留資格を
確認して下さい。
②外国人の雇い入れと離職
は、必ずハローワークに
届け出て下さい。
③社会保険等の加入をはじ
め適正な雇用管理を行っ
て下さい。
問合せ
ハローワークうらかわ
☎ ０１４６‐２２‐３０３６
浦河労働基準監督署
☎ ０１４６‐２２‐２１１３

新規学校卒業予定者
求人申込

ページの「相続税・贈与税
特集」をご覧下さい。
問合せ／浦河税務署
☎ ０１４６‐２２‐４１３２

電波利用環境保護
周知啓発強化期間
アマチュア無線は、もっ
ぱら個人的な無線技術の興
味に基づいて行うための無
線です。工事・除排雪・有
害鳥獣駆除などの仕事に関
する通信にアマチュア無線
は使えません。
総務省北海道総合通信局
では、電波監視を実施し、
適正な電波環境の維持に努
めています。電波に関する
困りごとやご相談は北海道
総合通信局へお問い合わせ
下さい。
問合せ／北海道総合通信局
☎ ０１１‐７３７‐００９９
（土・ 日・ 祝 日 を 除 く、
８ 時 分 ～ 時 分、
時 分～ 時 分）
00 00

５月上旬から８月末まで
は通水シーズンとなり、近
くの農業用水路や排水路は
危険な状況が続きます。
土地改良区は危険な箇所
に安全フェンスの設置や危
険の立看板などで注意を呼
びかけ事故防止に努めてい
ますが、用水路は水の流れ
が速く、子どもや高齢者に
とって大変危険な場所にな
ります。
通水期間中は「水路には
絶対近寄らず、近くで遊ば
ない！」ことを、ご家庭や
地域ぐるみでご指導いただ
きますようお願いします。
問合せ
新ひだか土地改良区
☎４３‐２１１１
（内線２５３）

熊本地震災害
義援金の受付
17 12

いざという時に備えて命
と財産を守る心がまえをこ
の機会に学びましょう。
と き／７月２日㈯
時 分～
ところ／町公民館
講 師／菅井貴子氏（北海
道文化放送「みんなのテ
レビ」気象キャスター、
気 象 予 報 士、 防 災 士、
ファイナンシャルプラン
ナー）
入場料／無料
申込み／事前にお申し込み
下さい。
申込み（問合せ）
町公民館
☎４２‐００７５

みらいセミナー
災害に備えて

講 師／米谷久男氏、札幌
管楽ゾリステン
入場料／無料
問合せ／北海道吹奏楽フェ
スティバルｉｎ日高実行
委員会 野村（静内高等
学校内）
☎４２‐１０７５

http://www.soumu.
go.jp/soutsu/hokkaido/

soudan-hokkaido
@soumu.go.jp
ホームページ

00 30

00

日高中部広域連合では、
介護保険サービスに係る基
盤整備を進めています。
計画しているのは、小規
模多機能型居宅介護（登録
定員 名）と認知症対応型
共同生活介護（１ユニット
９名）です。
それぞれ平成 年度中に
整備が完了していることが
条件です。
応募書類受付期間は５月
日～６月 日までで、審
査 を 経 て ９ 月 中 旬 頃（ 予
定）に決定します。
問合せ
日高中部広域連合
☎４２‐５１０３
13

ﾒｰﾙ

13

平成 年１月から相続
税 の 基 礎 控 除 額 が、 ３，
０００万円＋（６００万円
×法定相続人の数）に引き
下げられています（平成
年 月以前の基礎控除は、
５， ０ ０ ０ 万 円 ＋（ １，
０００万円×法定相続人の
数）
）
。
亡 く な っ た 方（ 被 相 続
人）から相続または遺贈に
より取得した財産の合計額
が基礎控除額を超える場
合、その財産を取得した人
は、相続の開始があったこ
とを知った日の翌日から
か月以内に、被相続人の住
所地を所轄する税務署に相
続税の申告と納税をする必
要があります。
詳しくは国税庁ホーム

26

ハローワークでは、平成
年３月新規学校卒業予定
者に係る求人の受付を６月
日 ㈪から開始いたしま
す。
今年度も就職を希望する
卒業予定者の多くが地元で
の就職を希望しています。
一人でも多くの若者が地
元に就職・定着し、地域経

と き／６月 日㈰
時 分（開場）
ところ／町公民館
内 容／コンクール曲を用
いた、各パートのプロ演
奏家と一緒に行う合奏指
導、ミニコンサート
参加校／静内中学校、三石
中学校、えりも中学校、
静内高等学校
00

日 本 赤 十 字 社 で は、 現
在、平成 年熊本地震災害
義援金の募集を６月 日ま
で行っています。
振込口座をお問い合わせ
いただくか、直接役場窓口

18

10

毅電話申込先
ＮＨＫ室蘭放送局
☎ ０１４３‐２２‐７２７１
※申し込み時に郵便番号、
住所、名前、電話番号、
参加希望人数をお知らせ
下さい。
※１歳以上から入場整理券
が必要です。
放送予定
９月 日㈰、 日㈰
時 分～ 時 分
ＮＨＫラジオ第１
問合せ
ＮＨＫ室蘭放送局
☎ ０１４３‐２２‐７２７１
静内庁舎企画課
☎４３‐２１１１
（内線２２５）
55

吹奏楽フェスティバル
ｉｎ日高

15

27

30 11

12

15

14

上方演芸会

10

30

（全４回）
※天候や野菜の生育状況な
どにより、日程等が変更
となる場合があります。
とこ ろ ／ み ど り 公 園 近 隣
畑、静内保健福祉センター
内 容／人参等の野菜の種
まきから収穫までの体
験、収穫した野菜を使っ
た調理体験
対 象／町内にお住まいの
小学生以下のお子さんと
その保護者
参加料／５００円
定 員／親子５組（先着順）
申込期限／６月 日㈮まで
申込み（問合せ）
静内庁舎生活環境課
☎４３‐２１１１
（内線１２７）
00

28

10

29

20

ＮＨＫ室蘭放送局と町で
は、新ひだか町誕生 周年
を記念して、ＮＨＫラジオ
第１放送「上方演芸会」の
公開録音を実施します。観
覧希望の方は事前にお申し
込み下さい。
と き／７月１日㈮
時 分（開場）
ところ／町公民館
出 演
毅一本目／シンクタンク、
ギャロップ
毅二本目／Ｗヤング、アメ
リカザリガニ
観覧申込／入 場 は 無 料 で
す が、「 入 場 整 理 券（ １
枚につき１人まで入場
可）
」 が 必 要 で す。 受 付
窓口でお受け取りいただ
くか、ＮＨＫ室蘭放送局
へ電話でお申し込み下さ
い。 申 し 込 み は 先 着 順
で、定員になり次第締め
切ります。
毅受付窓口
静内庁舎企画課
三石庁舎地域振興課
町公民館
ＮＨＫ室蘭放送局
18

29

Ａｉｂａ祭
31

30

登記手続相談の予約

30

13

と き／５月 日㈫
時 分から
ところ
さくらセレモニーホール
内 容／ガラポン抽選会、
生ビール購入割引券
問合せ
静内庁舎農政課
☎４３‐２１１１
（内線２５１）
00

28

登記手続きのご相談につ
いては、予約制となってお
りますので、相談のために
来庁される方は、電話等で
予約をお願いします。
なお、予約者を優先させ
ていただきますので、予約
のない場合は 分から１時
間お待ちいただくことがあ
ります。
相談日時／火 曜 日 、 水 曜
日、木曜日
（休日・祝日を除く）
時 分～ 時 分
対応時間／１回の相談時間
は 分以内
予約先（問合せ）
札幌法務局日高支局
☎４２‐０４１５
00

親子で食育体験

14

22
2016‐６
shinhidaka
2016‐６
shinhidaka

23

30

新ひだか消費者協会で
は、親子で参加できる食育
体験会を開催します。
皆様のご参加をお待ちし
ています。
と き／６月 日㈰、
７～９月の月１回日曜日

17

30

16

19

情報ボックス
情報ボックス

情報ボックス

▼

▼

町有地先着順売り払いを実施します

５

所在地番
静内中野町３丁目52番13
静内中野町３丁目52番19
静内山手町４丁目８番１
静内柏台49番
静内春立176番４

【問合せ】 静内庁舎契約管財課 ☎43‐2111（内線234）

▼

▼

28

15

入居者募集住宅

種別 地目種別 公簿面積（㎡） 用途地域 建ぺい率（％） 容積率（％） 売却価格（円） 単価（円／㎡） 備考
土地 宅地
343.89 指定なし
60
200
4,161,069 12,100
土地 宅地
330.81 指定なし
60
200
4,002,801 12,100
60
200
6,140,080 18,400
土地 宅地
333.70 第１種住居地域
40
60 27,944,056 13,600
土地 宅地
2,054.71 第１種低層住居専用地域
土地 宅地
172.24 指定なし
ー
ー
706,184
4,100
51.53
151,000
築45年
建物 ブロック

廃校舎を活用していただける事業者を募集します

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、静内庁舎契約管財課窓口で「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
●旧川合小学校 ( 静内川合108番地）

27

公営住宅入居者

21

広報５月号に掲載しました「町有地先着順売り払い」の記事に、編集している企画課の作成・構成
ミスにより、売却済みである三石川上の物件を掲載してしまいましたことをお詫びして訂正いたします。
購入者ならびに関係各位にご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。
総務企画部長
坂 将樹
総務企画部企画課長 岩渕博司
記
【訂正箇所】物件番号６を削除（売却済みのため）
【問合せ】静内庁舎企画課 ☎43‐2111（内線224）

物件番号
１
２
３
４

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７月上旬（予定）
申込期間
５月 日㈮～６月３日㈮
申込み（問合せ）
三石庁舎地域振興課
☎３３‐２１１１
（内線２０９）
静内庁舎建設課
☎４３‐２１１１
（内線２７０・２７１）

お詫びと訂正

▼

▼

情報ボックス

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
静内旭町
Ａ棟406号
２ＬＤＫ
20,900～31,200
61.50
有
水洗
Ｈ８
静内旭町
Ａ棟506号
２ＬＤＫ
20,900～31,200
61.50
有
水洗
Ｈ８
道営御幸町団地
１棟103号
２ＬＤＫ
20,100～29,900
85.80
有
水洗
Ｈ22
三石緑ヶ丘
13Ｄ棟12号
２ＬＤＫ
18,100～26,900
56.20
有
水洗
Ｈ13
三石緑ヶ丘
13Ｄ棟22号
３ＬＤＫ
25,200～37,500
78.40
有
水洗
Ｈ13
三石本桐Ｅ
８Ｂ棟109号
２ＬＤＫ
20,500～30,500
67.70
有
水洗
Ｈ８
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106号
２ＬＤＫ
20,700～30,900
67.70
有
水洗
Ｈ９
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。
毅静内御幸町団地は道営住宅です。
毅道営住宅につきましては、公募戸数を上回る応募があった場合、原則として抽選により入居者を決定します。

●旧延出小学校（三石豊岡194番地の１） ●旧川上小学校（三石川上133番地）

●旧本桐小学校（三石本桐752番地の１） ●旧春立小学校（静内春立349番地１）

【問合せ】 静内庁舎契約管財課
☎43‐2111（内線234）

募集コース

自衛官募集案内

応募資格

▼

▼

●旧歌笛小学校（三石歌笛538番地の７） ●旧鳧舞小学校（三石鳧舞120番地）

受付期限

自衛官候補生
（第１回男子）

採用試験

６月７日（火）まで

６月10日（金）～12日（日）のうち１日

８月22日（月）まで

８月27日（土）～28日（日）のうち１日

18歳～27歳未満
自衛官候補生
（第２回男子）
【問合せ】自衛隊札幌地方協力本部

静内分駐所

☎44‐2855（直通）

15

25

shinhidaka

2016‐６

12

20

20

21

29

22

税務職員採用試験

11 10

受験資格／高卒見込みの者
及び高卒後３年を経過し
ていない者
受付期間
毅郵送・持参
６月 日㈪～ 日㈬
〒０６０‐００４２
札幌市中央区大通西 丁
目
人事院北海道事務局
☎ ０１１‐２４１‐１２４８
毅インターネット
６月 日㈪～ 日㈬

http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html
試験日
第１次試験 ９月４日㈰
第２次試験
月 日㈬～ 日㈮のう
ち指定する日
合格発表日
第１次試験
月６日㈭
第２次試験
月 日㈫
問合せ
札幌国税局人事第２課
☎ ０１１‐２３１‐５０１１
（内線２３１５）
浦河税務署
☎ ０１４６‐３０‐１００９
10

12

shinhidaka

2016‐６

24

ふるさとミュージアムコンテンツ ／ 図書館だより

好評！アイヌ民俗資料館新展示

第２回新ひだか町博物館特別展「収蔵資料展」
は終了しました。多数のご来館ありがとう
ございました。

10時00分～18時00分
月曜・祝日の翌日休館

アイヌ民俗資料館

ピュアプラザ
町民ギャラリー

ているところです。皆

人 気を博し
た懐かしの
映画ポスター

様のご来館お待ちして
おります。
新ひだか町図書館
本
館 ☎ 42-4212
三石分館 ☎ 33-2051

９時00分～21時00分
毎月第２・第４月曜休館

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。

●図書館休館のお知らせ
蔵書点検のため、図書館本館・三石分館は下記の期
間休館いたします。

休館

６月20日（月）～

６月24日（金）

17

17

30

14

６月の読み聞かせ
毅 おはなしつくしんぼ（幼児・低学年向け）
毅

【日時】４・11・18・25日㊏ 10時30分～
【場所】本館 おはなしのへや

00

00

10 50

毅
毅

15 16
30

30

毅 赤ちゃん絵本の読み聞かせ
毅

【日時】７日㊋ 10時30分～
【場所】本館 おはなしのへや

毅 はまなす文庫
毅

【日時】３・17日㊎ 14時30分～
【場所】三石分館 えほんのへや

毅 おはなしたんぽぽ
毅

【日時】４・11・18・25日㊏ 13時00分～
【場所】三石分館 えほんのへや

毅
毅
毅

10 16
00

毅
毅

23

12
00

毅

30

30

20

25

25

10
00
20

申込み（問合せ）
町静内温水プール
☎４２‐６３２２

2016‐６

28 22

開館時間の変更

shinhidaka

00

50

町静内温水プールは、６
月１日より開館時間が変わ
ります。
開館時間
６月１日～９月 日
時 分～ 時 分
問合せ／町静内温水プール
☎４２‐６３２２

27

5・6・12・13・19・20・26・27日㊐㊊
24日㊎（資料整理日）21・22・23日㊋～㊍（蔵書点検）

16

16 24 21

スポンジテニス教室

三石分館 虞

28 21

13

６月の休館日
6・13・20・27日 ㊊ 24日 ㊎（ 資 料 整 理 日 ）
21・22・23日㊋～㊍（蔵書点検）

14

と き／６月９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
申込期限／６月９日㈭
（当日参加も可能です）
申込み（問合せ）
町静内体育館
☎４２‐００４８

（※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！）

30 30

12

方（クロールで ｍ泳げ
ない方）
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者の水慣れか
ら、クロール ｍまでの
実技指導
参加料／１，２５０円（申
込時にお支払い下さい）
受付開始／６月３日㈮

・期間中、本の貸し出しはできません。
・博物館は通常開館（６月20・24日は休館日）
・返却は、町内のブックポストをご利用下さい。
（本館入口横、ピュア１階、㈱なかむら横、公民館
入口、保健福祉センター入口、三石分館前）
※ CD・DVD はブックポストをご利用できません

18 11

19

30 23

三石分館新着情報
●炎上チャンピオン／横関大
●防諜捜査／今野敏
●ままならないから私とあなた／朝井リョウ
●死仮面／折原一
●ときめく化石図鑑／土屋香
●山梨 富士五胡・勝沼・清里‘17／昭文社
【児童書】
●めざせスペシャルオリンピックス・世界大会！／沢田俊子
●シナモンのおやすみ日記／小手鞠るい
【絵本】
●このあとどうしちゃおう／ヨシタケシンスケ

00

30

学児（教室初日の満年齢）
定 員／ 名（先着順）
内 容／水 遊 び か ら 顔 つ
け、潜りっこなどレベル
に応じて無理なく水慣れ
します。
参加料／無料
受付開始／５月 日㈪
※申し込みは一人につき１
名（ただし兄弟の場合は
複数可）

新ひだか町図書館からのお知らせ

14

16

10

30

毅第１回水泳指導者研修会
と き／６月 日㈭
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
成人で、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指導
カリキュラムと補助法等
参加料／２５０円（申込時
にお支払い下さい）
受付開始／６月２日㈭
ところ／各教室とも町静内
温水プール
毅これらの教室の受付は、
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
付を行います。

●向田理髪店／奥田英朗
●人生は一本の線／篠田桃紅
●言ってはいけない 残酷すぎる真実
●カッコウの托卵 進化論的だましのテクニック
●食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ
●編み方いろいろエコクラフトのかご
【DVD】
●海街 diary ●ダイ▪ハード
●ルパン三世 カリオストロの城
●いつもなかよし ふたごのきかんしゃ（トーマス）

30

30

毅高学年水泳教室
と き／６月 日㈮、
日㈫、 日㈬︑
日㈮、 日㈫
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
小学４年生から６年生ま
での児童
定 員／ 名（先着順）
内 容／初心者の水慣れか
ら各種基本泳法など、レ
ベルに合わせて指導
参加料／無料
受付開始／６月６日㈪

本館新着情報

14 10

毅女性初心者水泳教室
と き／６月 日㈭、
日㈫、 日㈭、
日㈫、 日㈭
対 象／町内にお住まいの
成人女性で水泳初心者の

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

30

申込み（問合せ）
ライディングヒルズ静内
☎４２‐１１３１

壁一面つかって紹介し

14

水泳教室

９時00分～17時00分
月曜・祝日の翌日休館

17

毅アクアエクササイズ
と き／６月２日㈭、
７日㈫、９日㈭、 日㈫
時 分～ 時 分（Ａ
コース）
、 時 分～
時 分（Ｂコース）
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／流水機を使った健
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）
受付開始／受付中です

アイヌの人々の歴史を

28

15

16

毅第１期幼児水泳教室
と き／６月３日㈮、
７日㈫、８日㈬、
日㈮、 日㈫
時 分～ 時 分
対 象／町内にお住まいの
４歳から６歳までの未就

シャインの戦いなど、

館虞

00

29

博物館 特別展

今春、一部展示替えをしました。見どころは、シャク

本

30
20

ミュージアムレポート

̺ͤ͢܁

16 21

Ⅻ⅗Ⅰ⅛ࢩા

博物館

18 22

乗馬教室

122
〇

町内博物館の
ご案内

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

毅町民子ども乗馬教室
初心者コース
と き／６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）
定 員／４名（先着順）
毅夜間町民乗馬教室
初心者コース
と き／６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）
定 員／４名（先着順）
ところ／各 教 室 と も ラ イ
ディングヒルズ静内

ふるさと
ミュージアム
コンテンツ

まなびの広場

30 30

shinhidaka
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