地区

発売所

発売時間

問合先

内

禍ハウビング
ショップ樫野

8:
30～ 19:
00 33520

貫気別

細 川 商 店

7:
00～ 19:
00 55013

本

平取町商工会
窓 口

振

町

8:
30～ 17:
30 22329

※各発売所とも完売次第終了します。
対象者 16歳以上の町民（お一人様 5セットまで）
問 平取町商工会（緯 22329）

町民向け英語検定･漢字検定 実施
教育委員会では、平取高等学校のご協力のもと、
町民向けに英語検定･
漢字検定を実施します。
受験を希望される方は、お申し込みください。
【英語検定】
期日･会場 10月 7日丑 9:
00～ 平取高等学校
受験可能級 2級～ 5級
申 込 9月 5日雨まで
亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨

【漢字検定】
期日･会場 10月 28日丑 9:
00～ 平取高等学校
受験可能級 2級～ 10級
申 込 9月 14日鵜まで
亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨

【英語･漢字検定共通】
受 付 中央公民館、役場振内･
貫気別支所
受検料 1,
500円～ 5,
400円（申込み時に支払い）
（受験料は、受検級により異なります。
）
※受験当日は、各自で会場までお越しください。
問 生涯学習課 学校教育係（緯 22619）

弁護士無料法律相談会 開催
札幌弁護士会は、平取町で無料法律相談会を開催
します。お困りのことがありましたら、お気軽にご
相談ください。
予約を優先します。
期 日 9月 5日雨 13:
30～ 15:
00
9月 26日雨 11:
00～ 12:
30
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）

アイヌ住宅改良資金 申込受付
アイヌ住宅改良等資金を次のとおり貸し付けま
す。希望する方は、申請書類や連帯保証人等の詳し
い貸付条件をお知らせしますので、事前にお問い合
わせください。
貸付限度額・償還期限
煙新築資金
760万円 25年以内
煙改修資金
480万円 15年以内
煙中古住宅取得資金 760万円 20年以内
煙宅地取得資金
300万円 25年以内
※中古住宅は、昭和 54年 4月以降に建築された住
宅が対象となります。
※この制度は、他の公的資金（住宅金融公庫等）と
の重複貸付は原則として認められません。
貸付利息 年 2.
0％
申 込 9月 22日窺まで
所定の申込用紙に見積書と平面図等を添付のう
え申し込みください。
問 アイヌ施策推進課 アイヌ施策推進係
（緯 22341）

国有林内のマツタケ採取許可証 発行
二風谷地区（荷負地区）の国有林地内におけるマ
ツタケ採取については、例年「平取町マツタケ採取
対策委員会」で一括買い受けし、採取を希望する方
には次により許可することとなっていますので、お
知らせします。
許可地区 国有林 1001林班から 1004林班の区域
（二風谷・荷負の各区域）
許可期限 11月 30日鵜まで
許可証の発行
煙町民の方については無料で発行します
煙町外者でマツタケ採取を希望する方には、1シー
ズン 2,
000円で発行します
煙許可証は、産業課林務係または役場振内･貫気別
支所にて交付します
問 産業課 林務係（緯 22223）

ヒグマに注意！！
9月 2日丑から 10月 31日雨までは「秋のヒグマ
注意特別期間」です。秋はキノコ狩りなど、人間が
野山に出かける機会が多い季節であることに加え、
ヒグマも冬眠前に餌を求めて活発に活動するため、
人間とヒグマが遭遇する確率が高まる季節です。
事故を防ぐため、次のことに注意しましょう。
《ヒグマに遭わないために》
煙事前にヒグマの出没情報を確認しましょう。
煙一人では野山に入らないようにしましょう。
煙野山では音を出しながら歩きましょう。
煙薄暗いときに野山に入らないようにしましょう。
煙ヒグマのフンや足跡･
食べた跡などを見つけたら、
すぐに引き返しましょう。
煙絶対ゴミを捨てない。ゴミは全て持ち帰りましょう。
問 町民課 環境衛生係（緯 46113）

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

平取町外 2町衛生施設組合職員
（臨時職員）募集
平取町外 2町衛生施設組合では、次により臨時職
員を募集します。
募集人数 1人
勤務場所 平取町外 2町衛生施設組合 総務係
勤務内容 一般事務（直接搬入計量受付･その他総
務係に関する事務全般）
採用期間 10月 1日～平成 30年 3月 31日
勤務条件 平取町外 2町衛生施設組合
一般職定数外職員規則による
賃 金 日額 6,
400円 （休日：丑羽恢年末年始）
応募資格
臼平取町に居住する方、または居住できる方
渦普通免許を所有し、乗用車等で衛生組合まで通勤
可能な方
嘘パソコン（文書作成、表計算）が扱える方
試験方法 1次 書類審査 2次 面接審査
提出期限 9月 14日鵜まで
履歴書（写真貼付）、免許証の写しを持参、また
は郵送で提出
問 平取町外2町衛生施設組合 総務係
（緯 22024 萎 0550102小平 392）

絵手紙を体験してみませんか？
季節の移り変わりや日々の暮らしに目を向けて、
ゆったり制作する時間を一緒に楽しみましょう。
苫小牧から鈴木先生をお呼びして指導していた
だきます。
期 日 9月 15日窺 10:
00～ 12:
00
場 所 振内町民センター
参加費 300円
問 振内絵手紙サークル
（熊谷 緯 08018893039）

木質ペレット ストーブ導入費用 助成
町では、地球温暖化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
トーブの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、お問い合わせください。
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）
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10,
000円で 12,
000円のお買いもの！ 20％お得な
商品券の二次販売を行います。販売枚数に限りがあ
るため、まだお買い求め頂いていない方は最後の
チャンスとなります。ぜひお買い求めください。
発売日 8月 28日迂より
発売場所等

金錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦吟

平取町地域商品券の二次販売

行事予定

9月 1日 ～ 9月 15日

9月
3蚊

9:
00休日納税相談／役場 税務課窓口

5峨 10:
30戦没者追悼式／平和塔
13:
30興議会運営委員会
／役場 議員･委員控室
9臥 11:
00本町･小平自治会敬老会
／中央公民館
11:
00二風谷自治会敬老会／二風谷生活館
12峨

9:
30興町議会定例会 (
13日まで）
／役場 議事堂

14牙 11:
00振内自治会敬老会
／振内町民センター
15画

8:
15町民交通安全の日

興の表示があるものは、傍聴できますので直接会場に
お越しください。

平取養護学校寄宿舎
夜間避難訓練 実施
平取養護学校寄宿舎において、次のとおり夜間避
難訓練を行います。
サイレンの音が町内に聞こえるなど、ご迷惑をお
かけすることがあると思いますが、ご理解のほどよ
ろしくお願いします。
期 日 9月 11日迂 20:
40頃～ 21:
00頃
場 所 平取養護学校 寄宿舎
問 北海道平取養護学校（緯 23178）

「太極拳 教室」開催
運動不足解消、また日々の健康づくりのために太
極拳教室を開催します。ご家族、お友達お誘い合わ
せのうえ、ご参加ください。
期 日 10月3日雨・17日雨・31日雨
11月14日雨・28日雨、12月12日雨
10:
00～12:
00
場 所 ふれあいセンターびらとり 多目的集会室
※ 11月14日雨のみ中央公民館
参加費 無料
対 象 一般町民の方
問 保健福祉課 保健推進係（緯 46112）

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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問 町民課 住民年金係（緯 46113）

はつらつウォーキング i
n振内 開催
爽やかな秋の風を感じながら、楽しく健康づくり
をしませんか !
!今回は、
いつも歩いている本町コー
スを飛び出して振内地区を歩きます。
足腰の負担を少なくしながら、運動量を上げて歩
くことができるノルディックウォーキングを体験
できます。体力をつけたい、減量したい、運動習慣
をつけたい方にオススメです。ウォーキングが初め
ての方もそうでない方も、ご家族･お友達を誘って
気軽にご参加ください。バス送迎もありますので、
国道沿いを中心にご希望の停留所から乗車が可能
です。ぜひご利用ください。
期 日 9月 13日卯 10:
00～ 12:
00頃
場 所 振内青少年会館
内 容 役場振内支所周辺のウォーキング
長距離コース：約 4.
0km
短距離コース：約 2.
5km
持ち物等 運動しやすく気候に適した服装・靴、
帽子や 飲み物、タオル、お薬手帳など
申 込 9月 4日迂まで
※ バス利用の場合は、ご希望の乗車場所をお伝え
ください。
問 保健福祉課 保健推進係（緯 46112）
ｴｰｲｰﾃﾞ
ｨ
ｰ

AEDを貸し出します
多数の人が集まる会場では、急病人の発生する可
能性が高くなります。急病人が発生した場合、その
場に居合わせた人の迅速な応急手当が命を救いま
す。
平取消防署では、スポーツ大会や各種イベントな
どにおいて、ＡＥＤの貸し出しを行っています。お
気軽にお問い合わせください。
問 平取消防署 警防課（緯 22361）

町民税 1％まちづくり事業
全国伝筆（つてふで）キャラバンフィナーレ
気軽に筆ペンで楽しめる筆文字『伝筆』
。
「生まれてきてくれてありがとう」をテーマに全
国各地で書かれ巡った作品が、平取で最終フィナー
ゆうき

あおば

レを飾ります。創始者の侑季蒼葉先生や全道の先生
も集まり、展示会を行います。
皆さんのお越しをお待ちしています。
（入場無料）
期 日 9月 9日丑～ 12日雨 9:
30～ 19:
00
（※ 12日は、16:
00まで）
場 所 ふれあいセンターびらとり 多目的ホール
問 かえーるCLUB山本（緯 22466）

子育て講座
「読み聞かせの会 びっくり箱」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。
（参加費無料）
絵本の読み聞かせ・絵本セラピーをお子さんと一
緒にお楽しみください。
また、あわせて伝筆（つてふで）ワークショップ
を開催します。
無料託児所も開設しますのでご利用ください。
期 日 9月 9日丑 10:
00～（2時間程度）
場 所 ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
内 容 臼絵本の読み聞かせ（30分）
渦絵本セラピー（30分）
嘘伝筆ワークショップ（1時間）
対 象 幼児および小学生とその保護者
※町民の方ならどなたでも参加できます。
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

成人文化講座
「伝筆（つてふで）講座」参加者募集
教育委員会では、伝筆の体験講座を開催しますの
で、お気軽に参加してください。
（参加費無料）
期 日 9月 10日羽 13:
30～ 15:
00
場 所 ふれあいセンターびらとり
講 師 一般社団法人伝筆協会代表理事
ゆうき
あおば
侑季 蒼葉 氏
内 容 伝筆（つてふで）の「つて」はご縁という
意味で、ご縁のある方に伝筆ハガキを出し、声をか
けてくださった方の「つて」を辿って伝筆は広がり
ます。現在は伝筆を見たり、活用してくださる方の
ご紹介でまた、その方がその人らしい想いを贈るこ
とで伝筆が広がり続けています。
筆ペンでいつでもどこでも手軽にできる伝筆の
技術を体験します。
定 員 20人（先着順）
申 込 9月 5日雨まで
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

各担当へは直通
電話が便利です

役場関係電話番号
緯 22221
平取町役場
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緯 22223
産業課
緯 22224
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緯 22226
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「ほほえみ」 緯 2緯 46666
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緯 42267
平取町教育委員会
緯 22619
中央公民館
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「児童･生徒芸術劇場」 開催
教育委員会では、小中学生を対象とした児童・
生徒芸術劇場を開催します。対象者以外の皆さんも
ぜひご鑑賞ください。いずれも入場無料です。
中学生の部
期 日 8月 29日雨 13:
30～ 15:
00
じょうるり

内 容 人形浄瑠璃
出 演 さっぽろ人形浄瑠璃芝居あしり座（14人）
太夫：竹本信乃太夫（弥乃太夫会）
三味線：鶴澤弥栄（弥乃太夫会） 計16人
場 所 中央公民館 大ホール
小学生の部
期 日 8月 31日鵜 10:
00～ 11:
20
内 容 ミュージカル「ピノッキオの冒険」
出 演 禍劇団トマト座
場 所 中央公民館 大ホール
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）

「避難情報」が新しくなります
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戦没者、戦災死没者の冥福を祈るとともに、世界
の恒久平和を祈念するために戦没者追悼式を行い
ます。
ご遺族で案内状が届いていない方や遺族変更の
方は、当日受付で申し出てください。
また、午前 10時 30分に戦没者の御英霊に対して、
黙祷を捧げるためサイレンを吹鳴しますので、火災
などとは間違わないようお願いします。
なお、追悼式は一般の方も参列可能です。
期 日 9月 5日雨 10:
30～（受付 9
：30～）
場 所 平和塔前（本町）
※雨天の場合は、ふれあいセンターびらとりで行い
ます。（小雨決行）
※会場へお車でお越しの方は、例年より駐車スペー
スが狭くなっていますのでご了承願います。
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戦没者追悼式 開催

イチャ（穀物の収穫）体験 参加者募集
イオル再生事業の一環で進めている雑穀栽培事
業として、伝統的な収穫体験・試食会を行います。
ご家族そろって参加・体験してみてください。
期 日 9月 23日丑 9:
00～ 14:
00（予定）
場 所 ヌプカトイ（丘畑＝雑穀栽培地）ほか
※二風谷ファミリーランド第 2パークゴルフ場向側
集合場所 二風谷生活館前
内 容 穀物（ヒエ・イナキビ）の収穫体験、
伝統的儀礼・儀式、 伝統料理体験・試食会
（そば打ち・シト〈団子〉づくり）
参加料 無料
申 込 9月 15日窺まで
煙小学生低学年以下は、原則保護者同伴とします。
煙軍手・長靴・エプロン・三角巾など各作業ができ
る服装でご参加ください。
煙町有バス運行予定です。利用される方は次まで連
絡をお願いします。
問 アイヌ施策推進課 イオル整備推進係
（緯 22341）

避難情報に「高齢者等避難開始」が新たに追加さ
平取町障害者等日常生活用具
れました。地震、大雨、土砂くずれなど、災害から
給付等事業について
の避難は避難情報に基づき各自の判断となります。
避難情報が発表されましたら、内容をご理解のうえ
町では、以前から障がいを持つ方、または難病を
早期の避難にご協力願います。
お持ちの方などを対象に在宅で日常生活を円滑に
-避 難 情 報 送るために必要な用具の給付を行っています。
臼避難準備・高齢者等避難開始
この度、さまざまなニーズに対応するために事業
いつでも避難できるよう準備しましょう。
の見直しを行い、事業を拡大することになりました。
身の危険を感じる方や、避難に時間のかかる方
日常生活用具の給付を受けるためには事前に申
（高齢者、障がい者、乳幼児など）は付き添いの
請が必要となりますので、お問合せください。
方などと一緒に避難を始めましょう。
《主な変更点》
渦避難勧告
煙日常生活用具修理費の補助 煙対象者の拡大
速やかに避難場所へ移動しましょう。
煙対象用具の拡大
すでに道路が冠水するなど外出が危険な場合は、
問 保健福祉課 福祉係（緯 46112）
自宅内の安全な場所に移動（机上や 2階などへの
「垂直避難」）しましょう。
嘘避難指示（緊急）
まだ避難していない場合は、直ちに避難しましょう。
一般巡回相談のご案内
すでに道路が冠水するなど外出が危険な場合は、
自宅内の安全な場所に移動（机上や 2階などへの
北海道心身障害者総合相談所による巡回相談が
「垂直避難」）しましょう。
次の日程で行われます。（事前申し込み必要）
期 日 10月 23日迂～ 26日鵜 9:
00～ 17:
00
問 まちづくり課 防災係（緯 22222）
（23日は 13:
00開始、26日は 12:
00終了）
会 場 新ひだか町公民館・コミュニティセンター
（新ひだか町静内古川町 1丁目 12）
対象者
トマト カード 会 9月情報
臼 18歳以上の身体障害者で、電動車いす等の直接
判定を要する補装具の交付を希望する者
びらとりトマトカード会加盟店では、地元購買の
渦 18歳以上の知的障害者で、療育手帳の新規又は
特典として、次の日程でポイント 2倍セールを実施
再判定を希望する者
します。町内でのお買い物に、このチャンスをご利
嘘その他、専門的判定を必要とする者等
用ください。
申 込 8月 31日鵜までに福祉係へ
期 間 2倍閣 9月 8日･14日･20日･26日
問 びらとりトマトカード会（緯 46100）

問 保健福祉課 福祉係（緯 46112）

すずらんのまちだより び ら と り
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午前

1日窺

午後

内科

外科

総合
（内科・外科）

備

考

坂本

斉ノ内

村上

谷院長不在

4日迂

坂本

斉ノ内

村上

谷院長不在

11日迂

谷

斉ノ内

坂本

村上医長不在

12日雨

中川

斉ノ内

谷

村上医長不在

13日卯

長川

斉ノ内

谷

村上医長不在

14日鵜

谷

斉ノ内

谷

村上医長不在

15日窺

谷

斉ノ内

竹内

村上医長不在

※坂本医師、中川医師、長川医師、竹内医師は、
出張医となります。
問 国保病院（緯 22201）

9月の『もの忘れ外来』
診療日 9月 19日雨 13:
15～ 15:
30
担当医師 道央佐藤病院（苫小牧市）
矢上医師
煙付き添いの方が必要です。
煙予約制ですので、事前の申し込みが必要です。
（新患受付人数 1人・65歳以上の方）
問 国保病院（緯 22201）

平取町民大学 聴講者募集
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国保病院 9月外来診療変更

国保病院 9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

診療時間

榎本医師

6日・13日・
20日・ 27日

9:
30～ 11:
30

小林医師

11日・25日

毎週水曜日

※医師が変更に
なる場合あり

第 2･4月曜日
13:
30～ 15:
00

皮膚科
担当医師

診療日

診療時間

江畑医師

12日

吉川医師

26日

第 2･4火曜日
10:
30頃 ～ 15:
00

問 国保病院（緯 22201）

振内診療所 9月の診療体制
水曜日

金曜日

―

1日

藤井医師

6日

藤井医師

8日

藤井医師

13日

藤井医師

15日

藤井医師

20日

藤井医師

22日

藤井医師

27日

藤井医師

29日

藤井医師

－

受付時間 9:
00～ 11:
30 / 13:
00～ 15:
00
町民を対象として開設する町民大学において、特
※受付は 15:
00で終了します。
別聴講を希望される方は、お気軽にご参加ください。
問 国保病院（緯 22201）
期 日 9月 6日卯 19:
00～ 20:
30
振内診療所（緯
33004）
場 所 中央公民館 大会議室
内 容 「農業の『第 6次産業化』と地域振興の課題」
講 師 立命館大学副学長･
経済学部教授
松原 豊彦 氏
ママ･サポート 119の運用について
※直接会場へお越しください。
（事前申込不要）
日高西部消防組合（日高町･平取町）では、管内
問 生涯学習課 社会教育係（緯 22619）
に出産施設がないため、妊婦さんの不安を少しでも
解消するために「妊婦事前登録制度（ママ・サポー
ひだか弁護士相談センター
ト 119）
」を運用しています。
「出産のきざし
（陣痛など）
、破水が始まったとき」
9月の相談日程
「腹部などに痛みや出血がみられ、緊急な治療が必
相談日程
4日迂
6日卯 11日迂 13日卯
要と判断されたとき」
「腹部に強い張りがあらわれ
20日卯 25日迂 27日卯
たとき」で、自らまたは、関係者で病院へ搬送する
相談時間 13:
00～ 15:
00
適切な手段がなく、医師や助産師が緊急搬送の必要
場 所 新ひだか町静内吉野町 214
性があると判断した場合に、直接出産予定医療機関
門別地区相談所
へ救急車により搬送いたします。
相談日程 9月 26日雨
母子手帳交付の際に簡単な説明がありますので、
相談時間 13:
30～ 16:
00
平取町在住で登録を希望される方は申請してくだ
場 所 門別公民館（日高町門別本町 2101）
さい。町外で母子手帳を交付され、里帰り出産を予
予約受付 平日 10:
00～ 16:
00（事前予約制）
定されている方も対象となりますので、お気軽に問
い合わせください。
問 ひだか弁護士相談センター
（緯 0146428373）

問 平取消防署 警防課（緯 22361）

