10,
000円で 12,
000円のお買い物。20％お得な商
品券を販売します。約 70事業所でご利用できます。
（1セット 1,
000円 ×12枚綴、3,
000セット限定）
発売日 10月 16日羽 10:
00～ 16:
00
場 所 ふれあいセンターびらとり
山の駅ほろしり、貫気別生活館（計 3ヶ所）
※各会場とも完売次第終了します。
対 象 16歳以上の町民（お一人様 5セットまで）
その他 完売にならなかった場合、10月 17日迂以
降は平取町商工会窓口で販売します。
問 平取町商工会（緯 22329）

本町地区文化祭展示作品 募集
本町文化協会では、本町地区文化祭作品展の展示
作品を募集します。文化協会に所属していない個人
や団体で作品展への出品を希望される方は、次によ
り申し込みください。
期 間 11月 2日卯～ 3日鵜
（作品搬入 11月 1日雨 15:
00～ 21:
00）
募集作品
作品の種類は問いません。ただし、個人所有の文
化財などはご遠慮ください。
出品点数は申込状況により主催者で調整します。
申 込 10月 7日窺まで（期限厳守）
問 中央公民館（緯 22619）

熊本地震の義援金募金箱 設置
町では、熊本地震の被災者を支援するため、募金
箱を設置しています。
場 所 役場本庁舎・役場振内支所
役場貫気別支所・中央公民館
ふれあいセンターびらとり
期 間 平成 29年 3月 31日まで
問 総務課 総務係（緯 22221）

台風 10号により被災された方に対す
る電気料金などの災害特別措置
台風 10号の影響により被災された方に対して、
電気料金などに関わる災害特別措置を適用するこ
ととしました。希望される方はお申し出ください。
措置項目
臼支払い期日の延長
渦電気不使用月の電気料金の免除
嘘工事費負担金の免除
唄臨時工事費の免除
欝使用不能となった電機設備に相当する基本料金
の免除
蔚引込線、計量機などの諸工事の免除
※各々対象となる条件がありますので、お問い合わ
せください。
問 北海道電力株式会社 富川営業所
（緯 0145620019）

障害者支援施設すずらん収穫祭 開催
期 日 10月 2日羽 10:
30～ 14:
00ころ
場 所 施設敷地内舗装道路周辺
※雨天時は地域交流ホーム
内容
猿生産品展示即売コーナー
猿模擬店コーナー
協賛出店、
施設出店、
すずらん会
（保護者会）
出店
猿イベント
地域活動団体による舞台発表、ビンゴゲーム
もちまき
問 障害者支援施設すずらん（緯 33676）

木質ペレット ストーブ導入費用 助成
町では、
地球温暖化の要因のひとつである CO2削
減を図るため、化石燃料を使わない木質ペレットス
トーブを、導入費用を補助しながら普及に取り組ん
でいます。希望される方は、まちづくり課までお問
い合わせ下さい。
補助額 ペレットストーブ導入経費の 1/
2
（20万円を限度）
補助対象 新品の木質ペレットストーブに限る
問 まちづくり課 地域戦略係（緯 22222）

町長杯争奪カラオケ選手権大会 開催
町民税 1% まちづくり事業の 1つとして行う「平
取町長杯争奪カラオケ選手権大会」を開催しますの
で、お知らせします。
（入場無料）
期 日 10月 9日羽 11:
00～
場 所 中央公民館 大ホール
※野村吉文さん（キングレコード所属）の歌謡
ショーもあります。
問 尾友 良美（緯 22968）

町道芽生すずらん線通行止め期間延長
9月 30日窺まで通行止めを行い、
平取ダム関連工
事にともなう町道付け替え工事が実施されていま
す。台風 9号による災害が発生したことから、通行
止め期間を 10月 28日窺まで延期し、道路を復旧す
ることになりますので、ご理解をお願いします。
問 建設水道課 土木用地係 （緯 22226）

「休日納税窓口」開設
お仕事などにより平日に町税等の納入に来られ
ない方のため「休日納税窓口」を開設し、税金や各
種使用料等の納入や納付に関する相談をお受けし
ます。お気軽にお越しください。
期 日 10月 2日羽 9:
00～ 17:
00
場 所 役場 税務課窓口
問 税務課 納税係（緯 22224）

すずらんの
まちだより
平取町
発行 /
まちづくり課
編集 /

びらとり

びらとりトマト・和牛フェア2016開催

平取町と平取町の農畜産物（トマト、和牛ほか）を
札幌圏および近郊の多くの方々に広く知っていた
だくための PRイベント
「びらとりトマト・和牛フェ
ア 2016」をサッポロファクトリーにて今年も開催
します。
農畜産物の特別販売と試食コーナーの設置、
そのほかにステージイベントも用意しています。
札幌および近郊にお住まいの知人友人などお誘
い合わせのうえ、ぜひお越しください。
また、10月 16日羽には平取発サッポロファクト
リー行きの町バスを運行します。ご希望の方はお申
し込みのうえ、ご利用ください。
期 間 10月 15日丑～ 16日羽 10:
00～ 16:
00
場 所 サッポロファクトリー
アトリウム、煙突広場 ほか
（札幌市中央区北 2条東 3丁目）
内容
噛びらとり産農畜産物の特別販売
噛びらとり和牛串ほか各種加工品の特別販売
噛びらとり和牛・トマトなどの試食コーナー
噛平取高校トマトクラブによる試食コーナー
噛ステージイベントなど
バス運行 10月 16日羽のみ（定員 32人）
焔平取出発
08:
30
焔サッポロファクトリー到着 10:
30
煙サッポロファクトリー出発 15:
00
煙平取到着
17:
00
※バス発着 ふれあいセンターびらとり前
バス申込 10月 11日雨まで
定員になり次第締め切り
問 産業課 農政係（緯 22223）

平取町職員（臨時職員）募集
町では、次により臨時職員を募集します。
募集人数 1人
勤務場所 平取町国民健康保険病院
勤務内容 臨床検査補助業務全般
雇用期間 12月 1日～平成 29年 3月 31日
応募資格
猿 18歳以上で、町内に居住もしくは居住できる方
猿パソコン（文書作成、表計算など）が扱える方
勤務条件 平取町定数外職員取扱規則による
採用方法 1次 書類審査 2次 面接試験
応募方法 10月 31日迂までに履歴書
（写真貼付）
を
持参または郵送で提出
提出先 役場総務課 総務係（本町 28）
問 国民健康保険病院 庶務医事係
（緯 22201）
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平取町地域商品券発行事業

行事予定

10月 1日 ～ 10月 15日

10月
2蚊

9:
00休日納税窓口／役場 税務課窓口

6牙 10:
00全町老人の集い／中央公民館
11峨 －－ 輸送繁忙期の交通安全運動
（20日まで）
15臥 10:
00びらとりトマト和牛フェア 2016
（16日まで）／サッポロファクトリー
－－ 秋の火災予防運動（31日まで）

ふれあいセンターびらとり 休館
館内清掃作業のため、次のとおり休館とします。
なお、戸籍届出の場合は、ふれあいセンターびら
とり裏側の職員玄関をご利用ください。
期 日 10月 10日迂・恢（終日休館）
問 ふれあいセンターびらとり（緯 46111）

平取町職員（正規職員）募集
町では、次により職員を募集します。
募集人数 1人
職 種 一般事務職（保健推進職）
採用年月日 平成 29年 4月 1日
応募資格
猿保健師資格取得者または平成 29年 3月までに
取得予定者
猿昭和 52年 4月 2日以降に生まれた方
猿平取町に居住しているかまたは、採用後に町内に
居住できる方
猿普通自動車第 1種免許所持者
※地方公務員法第 16条（欠格条項）に該当する方
は応募できません。
応募要領 次の期日までに必要書類を提出
煙採用試験申込書
（役場総務課、役場振内・貫気別支所にあります）
煙住民票抄本 煙運転免許証の写し
煙最終学校の卒業証明書または卒業見込証明書
煙保健師免許証の写し（すでに取得している場合）
提出期限 10月 31日迂 17:
00必着
試験期日･
会場 11月予定 平取町役場
試験方法 1次 書類審査 2次 面接試験
勤務条件 平取町職員の給与に関する条例などの
規定による
問 総務課 総務係 萎 0550192本町 28
（緯 22221）

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
すずらんのまちだより び ら と り
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サケの伝統捕獲漁法 開催

各担当へは直通
電話が便利です

イナウケ（木幣削り） 開催
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こだまみわこ版画作品展 開催

期 間 9月 29日鵜～ 10月 2日羽 10:
00～ 19:
00
イオル再生事業では、アイヌ民族の伝統的な漁具
イオル再生事業では、アイヌの伝統的儀礼祭具で
を用いてアシリチェプノミ（新しいサケを迎える儀
ありますイナウ（木幣）の制作体験と見学会を次の
場 所 沙流川アート館ギャラリー
とおり開催します。お気軽に体験してみてください。
※ 10月 1日丑 18:
00から会場内にて、中神治夫・
式）体験交流事業を開催します。自由に見学できる
ひとり語り芝居を演じます。
貴重な機会ですので、
どうぞ皆さんお越しください。 役場関係電話番号 （事前申込不要）
※イナウ…ミズキやヤナギの木を削って作る祭具
宮沢賢治「虔十公園林」ほか（入場無料）
（事前申し込みが必要です）
期
日
1
0
月
1
5
日丑
1
0
:
0
0
～（雨天順延）
期 日 10月 6日鵜・7日窺 10:
00～ 15:
00
緯
2
2
2
2
1
平取町役場
問 沙流川アート館（緯 22127）
2221 場 所 ポロチセ（二風谷 6
総務課（代表） 緯 2場 所 二風谷地区オサツ沢
114）
緯 22222
まちづくり課
※北の工房つとむさん裏
主 催 （公財）アイヌ文化振興・研究推進機構
緯 22223
産業課
申
込
1
0
月
6
日鵜まで
主
催
（公財）アイヌ文化振興・研究推進機構
手作りクラフト 展 開催
緯 22224
税務課
その他 イナウはかつてより男性の仕事とされて
問 アイヌ施策推進課 イオル整備推進係
緯 22225
出納室
作品展を開催します。ぜひご覧ください。
緯 22226 いることから、男性のみの体験とさせていただきま
建設水道課
（緯 22341）
期 間 10月 6日鵜～ 9日羽
（女性は見学のみ。）
緯 22227 す。
議会事務局
9:
30～ 17:
30（最終日は 16:
00まで）
アイヌ施策推進課
問 アイヌ施策推進課 イオル整備推進係
緯 22341
場 所 ふれあいセンターびらとり
（緯 22341）
絵画サークル仔馬の会 作品展開催
農業委員会・土地改良区
出品者 池川幸子、小田島アイ子、辻本千鶴子、
緯 22695
松原慧子、水野テル、三浦ミツヱ
（敬称略）
作品展を開催します。ぜひご覧ください。
緯 37703
観光商工課
問 三浦 ミツヱ（緯 22897）
期 間 10月 12日卯～ 15日丑
博物館めぐりバス遠足 開催
ふれあいセンターびらとり
10:
00～ 17:
00（最終日は 16:
00まで）
緯 46111
場 所 ふれあいセンターびらとり
博物館めぐりバス遠足を開催しますので、お気軽
緯 46112
保健福祉課
「親子の広場」開催
出品者 遠藤正子、遠藤光江、黒川正八
にご参加ください。
緯 46113
町民課
佐藤弘美、杉岡春子、清野多美子、武田繁典
0月 23日羽 出発 9:
00 帰町 17:
00予定
緯
2
3
026 期 日 1
児童館
子育てや家庭生活に悩む方々に対し、悩みを聴く
照屋節子、根本千鶴子、藤田ふみ江、松澤以久子
集合場所 二風谷アイヌ文化博物館前（集合 8:
50）
子ども発達支援センター
場を設けることで少しでも不安を取り除き、心の援
緯 23400 ※本町・紫雲古津方面からも乗車可能ですのでご相
三浦静子、宮崎輝、児玉美和子（敬称略）
助ができるよう支援します。電話相談も受け付けま
地域包括支援センター
談ください
すので、お気軽にご相談ください。小さなお子さま
3700 行き先 苫小牧市美術博物館
「ほほえみ」 緯 2を連れての来所もできます。相談者のプライバシー
平取町社会福祉協議会
就学時健康診断 実施
「アイヌ工芸品展
は厳守し守秘義務にて行います。
緯 42267
イカラカラ アイヌ刺繍の世界」
緯 46666
期 日 10月 8日丑 13:
30～ 15:
30
町教育委員会では、平成 29年 4月に小学校へ入 図書館
サケのふるさと千歳水族館
場 所 中央公民館 1階 中会議室
学する児童を対象に、次のとおり健康診断を実施し 平取町教育委員会
参加費 大人 1,
000円、高校生 700円
（電話相談ダイヤル 緯 22619）
ます。
緯 22619
中央公民館
小・中学生
300円
主 催 日高家庭生活カウンセラークラブ
期 日 10月 12日卯 13:
15～
（受付 12:
45～）
緯 22749 昼 食 イオン苫小牧で昼食休憩をとります
町民体育館
後 援 平取町教育委員会
二風谷アイヌ文化博物館
場 所 中央公民館
定 員 30人（先着順）※ 10月 14日窺まで
緯 22892
対 象 平成 22年 4月 2日～平成 23年 4月 1日
問 日高家庭生活カウンセラークラブ
問 二風谷アイヌ文化博物館（緯 22892）
沙流川歴史館
緯 24085
生まれの児童（対象者には通知済）
代表 和田 与志男（緯 22722）
内 容 内科健診、歯科検診、視力検査、聴力検査、
役場振内支所
緯 33211
発達状況調査、就学相談等
役場貫気別支所 緯 55204
エコランド 杯パークゴルフ大会
持ち物 内科健診用の事前調査票、食物アレルギー
はつらつウォーキング i
n二風谷 開催
参加者募集
調査票、まちだより掲載同意書
平取町国民健康保険病院
緯 22201
爽やかな秋の風と大自然を感じながら、楽しく健
問 生涯学習課 学校教育係（緯 22619）
大会参加者を募集しますので、希望する方は申し
康づくりをしませんか。今回は、普段歩いている本
込みください。
平取町外 2町衛生施設組合
町コースを飛び出して、二風谷を歩きます。ウォー
期 日 10月 23日羽（小雨決行）
緯 22024
キングが初めての方もそうでない方も、ご家族・お
町長と町民の対話「ひざ・びらとり」
受付 8:
30 開会式 9:
00
平取消防署
緯 22361 友達を誘って気軽にご参加ください。
場 所 ニセウ・エコランド パークゴルフ場
町長とひざを交えてお話ししてみませんか。
期 日 10月 23日羽 10:
00～ 12:
00
対象者 平取町・日高町在住者
内容はどのようなことでも結構ですので、お気軽
集合場所 びらとり温泉ゆから
参加料 500円（プレイ代は別途徴収します）
にお申し込みください。
内 容 二風谷ファミリーランド周辺のウォーキング
用具は各自持参ください
※事前に申し込みいただけますようお願いします。
長距離コース :約 4.
0km
試合方法 36ホール・ストロークプレイ
期日・場所
短距離コース :約 2.
5km
表 彰 男女それぞれ優勝・準優勝から 5位
10月 13日鵜 09:
00～ 12:
00役場 町長室
持ち物 運動に適した服装・靴、帽子、飲み物
その他各賞
13:
30～ 15:
00貫気別生活館
タオル
申 込 10月 15日丑まで
5月 26日雨 15:
30～ 17:
00振内町民センター
その他
猿ニセウ・エコランド管理棟
（緯 33188）
※ 1件につき 40分以内とさせていただきます。
※希望者のみびらとり温泉ゆからにて昼食
（別料金）
猿振内 PG部 高野満佐利さん
（緯 33344）
対 象 町民（個人、団体を問いません）
※入浴をする方は準備を忘れずに
ホームページ QRコード
猿平取町 PG協会 木田和雄さん （緯 22859）
申 込 10月 11日雨まで
申 込 10月 14日窺まで
猿貫気別 PG部 松原幹夫さん
（緯 55009）
問 まちづくり課 広報広聴係（緯 22222）
問 保健福祉課 保健推進係（緯 46112）
猿日高 PG部 永田節男さん
（緯 63683）

アイヌ文化博物館第 22回特別展開催
「沙流に受け継がれたアイヌの祭祀具」
近年、博物館の主要な所蔵資料である萱野茂コレ
クション、妻沼浩史コレクションに加え、地域住民
からの寄付・寄託による新たなアイヌ民具資料が蓄
積されてきました。展示会では、これらのうち、特
にアイヌの祭祀具に焦点を当てて、その機能や造形
美、今日的継承の姿などを展示公開します。お気軽
にご見学ください。
期 間 10月 15日丑～ 12月 15日鵜 9:
00～ 16:
30
（11月 21日・28日、12月 5日・12日は休館）
場 所 二風谷アイヌ文化博物館 伝承サロン
入館料 町民は無料
さい

し

ぐ

問 二風谷アイヌ文化博物館（緯 22892）

アイヌ文化博物館公開セミナー 開催
地域のアイヌ民具を守り伝え、アイヌ伝統工芸技
術の継承と、さらなる発展につなげていくための報
告と討論を行います。文化財保存科学とアイヌ伝統
工芸、博物館の展示手法の立場から、いま何が求め
られているのかについて議論を深める場とします。
期 日 10月 16日羽 13:
00～ 15:
30
場 所 沙流川歴史館 レクチャーホール
講 師 奈良大学教授
今津 節夫 氏
北海道博物館学芸員 杉山 智昭 氏
アイヌ工芸師
貝澤 守 氏
博物館学芸員
長田 佳宏 氏
定 員 210人
問 二風谷アイヌ文化博物館（緯 22892）

無線通信温度計組立教室 参加者募集
Fur
ena
i
DI
Yクラブでは、年末にかけて DI
Y教室
を計画しています。教室では、無線通信温度計を自
作してもらいます。この温度計は温度・湿度の計測、
ドコモデータ通信回線を利用しスマートフォンな
どにデータを表示するものです。自分のものは自分
で作りたいという方の参加をお待ちしています。
詳しくは問い合わせください。（参加無料）
材料費 実費（既製品よりも安価）
※事前に完成品の貸し出しをします。
教室への参加の判断材料にしてください。
問 Fur
enai
DI
Yクラブ事務局 担当：比嘉
（死 yukar
i
ya@out
l
ook.
com）

トマト カード 会 10月情報
びらとりトマトカード会加盟店では、地元購買の
特典として、次の日程で、ポイント 3倍セールを実
施します。町内でのお買い物に、このチャンスをご
利用ください。
期 間 10月 5日卯、14日窺、24日迂
問 びらとりトマトカード会（緯 46100）

すずらんのまちだより び ら と り
娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃娃

診療日 10月 18日雨 13:
15～ 15:
30
担当医師 道央佐藤病院（苫小牧）
名誉院長 今野医師
猿付き添いの方が必要です
猿予約制ですので、事前の申し込みが必要です
（新患受付人数 2人）
問 国保病院（緯 22201）

ひだか弁護士相談センター
10月の相談日程
相談日程

3日迂
19日卯

5日卯
24日迂

12日卯
26日卯

17日迂
31日迂

相談時間 13:
00～ 15:
00
場 所 新ひだか町静内吉野町 214
門別地区相談所
相談日程 10月 25日雨
相談時間 13:
30～ 16:
00
場 所 門別公民館（日高町門別本町 2101）
予約受付 平日 10:
00～ 16:
00※事前予約制
問 ひだか弁護士相談センター
（緯 0146428373）

無料法律相談会 開催
札幌弁護士会では、平取町にて毎月 2回、無料法
律相談会を開設しますので、お困りのことがありま
したら、お気軽にご相談ください。（予約優先）
期 日 第 1火曜日 13:
30～ 15:
00
第 4火曜日 10:
30～ 12:
00
10月 4日雨
10月 25日雨
場 所 ふれあいセンターびらとり
相談内容
相続・遺言、仕事の悩み、離婚、交通事故、借金
などお悩みのこと。
問 まちづくり課 広報広聴係（緯 22222）

町民体育館まつり 開催
本町地区体育協会主催による町民体育館まつり
が次の日程により開催されますので、多数参加さ
れますようご案内します。
猿ビーチボールバレー競技
期 日 10月 26日卯～ 28日窺 19:
00～ 21:
00
猿ゲート ボール競技
期 日 10月 25日雨 9:
00～ 15:
00
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－
場 所 町民体育館
参加資格 協会会員および本町地区在住者
参加料 1チーム 1,
000円
申 込 10月 17日迂までに参加料を添えて
問 町民体育館（緯 22749）
大会事務局 役場内 木下（緯 22223）
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10月の『もの忘れ外来』

振内診療所 10月の診療体制
月曜日

水曜日

金曜日

3日 澤田医師

5日 藤井医師

7日 藤井医師

10日

休診

12日 藤井医師

14日 藤井医師

17日

休診

19日 藤井医師

21日 藤井医師

24日

休診

26日 藤井医師

28日 藤井医師

31日

休診

受付時間 9:
00～ 11:
30／ 13:
00～ 15:
00
※受付時間は 15:
00で終了します。
問 国保病院 （緯 22201）
振内診療所（緯 33004）

国保病院 10月の
循環器内科・皮膚科診療日
循環器内科
担当医師

診療日

受付時間
毎週水曜日
8:
30～ 11:
00

榎本医師

05日

26日

鹿島医師

12日

19日

※医師が変更に
なる場合あり

小林医師

24日

31日

第 4･5月曜日
13:
00～ 15:
00

皮膚科
担当医師
西坂医師

診療日（火曜日）
11日

25日

※第 2・4火曜日

受付時間
8:
30～ 11:
30
13:
00～ 14:
30

問 国保病院（緯 22201）

陶芸視察研修 参加者募集
町文化連盟では、次の日程により視察研修を実施
しますので、陶芸に興味のある方はご参加ください。
期 日 10月 18日雨
場 所 セラミックスタジオ GAKU（白老町）
NAM 工房（洞爺湖町）
定 員 30人（定員になり次第締め切り）
参加料 無料（昼食は各自負担）
申 込 10月 5日卯 8:
30から受付開始
バス運行時間
07:
30 役場振内支所前
07:
45 荷負郵便局前
08:
00 ふれあいセンターびらとり
09:
30 セラミックスタジオ GAKU（白老町）
12:
30 昼食
14:
00 NAM 工房（洞爺湖町）
18:
00 帰町予定
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。
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10月 11日雨から 20日鵜までの 10日間、
「秋の
輸送繁忙期の交通安全運動」が実施されます。
臼子どもと高齢者の交通事故防止
渦夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事
故防止
嘘後部座席を含めた全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの着用の徹底
唄飲酒運転の根絶
上記 4点を運動の重点とし、デイ・ライト運動と
スピードダウンを心掛けましょう。また、日没がま
すます早くなるこの時期は、夕暮れ時間帯から夜間
にかけて（16時～ 20時）、歩行者が被害にあう交
通事故が多発する傾向にあります。歩行者は反射材
を身につけ、運転者は早めのライト点灯を心がけま
しょう。
問 町民課 生活安全係（緯 46113）

生涯学習推進事業 参加者募集
「わくわく感動体験ツアー」
教育委員会では「札幌交響楽団コンサート鑑賞ツ
アー」を開催します。
期 日 10月 22日丑 開場 13:
20 開演 14:
00
場 所 札幌コンサートホール Ki
t
a
r
a
内 容 札幌交響楽団によるコンサートを鑑賞
対 象 町民 19人（先着順）
参加料 3,
000円（当日徴収）
その他 町有バスを運行します
詳細については参加者に後日連絡します
申 込 10月 4日雨 8:
30受付開始（丑・羽除く）
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）
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「秋の輸送繁忙期の交通安全運動」実施

シシリムカ文化大学講座 開催
「森づくりを多様・多彩に」をテーマとしてシシ

リムカ文化大学講座を次のとおり開催します。

住民参加による自然に近い森林の再生に、長年取
り組んできた岡村先生を講師に招きます。森づく
り・環境保全に関心のある方は、ぜひご参加くださ
い。
（受講無料）
期 日 10月 5日卯 18:
30～ 20:
30
場 所 ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
内 容 演題「豊かな森づくりを共に楽しく」
（仮題）
講 師 北海道科学大学（緑化工学専門）
教授 岡村 俊朗 氏
その他 申込不要・参加自由
問 アイヌ施策推進課（緯 22341）
アイヌ文化保全対策室（緯 46011）

「いのちの授業」講演会・個別相談会
開催
教育委員会では、次の内容で子育て講座を開催し
ます。お気軽にお越しください。
期 日 10月 8日丑
講演会 10:
15～ 11:
45
個別相談会 12:
30～ 14:
00
場 所 中央公民館 大会議室
対 象 子育て中の保護者および一般町民
内 容 演題「いのちのはじまりとおわり」
講 師 お産の家 吉村医院（愛知県）元婦長
助産師 岡野 眞規代 氏
申 込 講演会：申込不要
個別相談会：10月 4日雨 8:
30～受付
先着 5人
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）
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平取町高齢者フォーラム 参加者募集
これから訪れる超高齢化に向け、高齢者の社会的な活躍を促進することを目的に、高齢者の「知識や技
術の継承」「社会貢献」「異世代交流」をテーマに、高齢者の社会参画意識の高揚を図る取り組みについて、
理解を図るため、次のとおり開催します。
期 日 10月 23日羽 10:
00～
場 所 中央公民館 大ホール
対 象 町内の地域住民および近隣市町村の興味のある方
昼 食 事前予約にて斡旋します。500円（当日徴収）
申 込 10月 11日雨まで
無料送迎バスを運行します。（要予約）
振内方面（定員 33人）
役場振内支所前
バス停 幌毛志中央
バス停 長知内
バス停 二風谷資料館前
中央公民館

帰り出発予定時間 16:
00

8:
54
9:
01
9:
07
9:
20
9:
30

貫気別方面（定員 33人）
役場貫気別支所前
9:
01
荷負本村
9:
08
バス停 荷負
9:
15
中央公民館
9:
30

紫雲古津方面（定員 15人）
バス停 荷菜摘
9:
10
バス停 紫雲古津小学校前
9:
15
バス停 去場
9:
18
バス停 荷菜
9:
25
中央公民館
9:
30

問 平取町高齢者フォーラム実行委員会事務局（生涯学習課 社会教育係 緯 22619）

