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行事予定     6 月 16 日～ 30 日
16 日 ㈯ －－ 運動会／紫小

17 日 ㈰ －－ 運動会／平小、貫小、振小

21 日 ㈭   9:30 ❖❖町議会定例会（22 日まで）
／役場議事堂 議事堂

24 日 ㈰   8:30 小学生陸上競技会／平中

27 日 ㈬ 15:30 ❖❖教育委員会／中央公民館

28 日 ㈭ 13:30 ❖❖農業委員会総会／役場 議事堂
❖の表示のあるものは、傍聴できますので直接会場   ❖の表示のあるものは、傍聴できますので直接会場   
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　放課後子ども教室を安定して運営していくた
め、代替の安全管理員として登録いただける方
を募集します。
内容　子ども達の安全管理などの活動補助
勤務先　放課後子ども教室（二風谷・紫雲古津地区）
募集人数　若干名
応募要件　特別な資格は必要ありませんが、子
どもの健全育成に熱意がある町内在住の方
（18 歳以上）
勤務日・時間　長期休業中以外の平日の児童の
下校時刻（14 時頃）～ 17 時頃まで
　※教育委員会から勤務依頼をうけたとき　　
謝金　1時間あたり 1,330 円
申込　6月 22 日㊎までに履歴書または教育委員
会に備付の申込書に必要事項を記入し持参また
は郵送で提出してください。
問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619

放課後子ども教室 代替安全管理員 募集

びらとりびらとりびらとりびらとり
すずらんのまちだより

発行　平取町　　編集　まちづくり課広報広聴係

　家畜商法に基づく講習会が次の日程で開催さ
れますので、受講希望者は 7月 27 日㊎までに産
業課畜産係にご連絡ください。
期日　11 月 15 日㊍～ 16 日㊎
場所　札幌市中央区北 3条西 7丁目
　　　北海道庁別館地下１階　大会議室
手続き　受講願書（手数料 3,550 円の収入証紙
　　　を貼付）、特例措置適用申請書（該当者の
　　　み）が必要になります。
問　産業課畜産係　☎ 2-2223

平成 30 年度「家畜商講習会」     

　社会福祉協議会は地域福祉の推進を目的に活
動をしており、ご賛同くださったみなさまより
会費をいただき、たすけあいネットワーク事業
など、各事業の運営費に充てているところです。
つきましては、今年度も会費を募集しますので、
趣旨をご理解いただき会費の納入をお願いいた
します。
•各地域の連絡員さんがお宅に伺いますので、
1戸あたり 500 円を目安にお願いします。

社会福祉協議会会費納入のお願い

問　社会福祉協議会　　　　☎ 4-2267

　赤十字は、明るく住みよい平和な社会を築き上
げていくために色々な人道的事業を行っており、
ご賛同くださったみなさまの社資により活動し
ています。つきましては、今年度も社資を募集
しますので趣旨をご理解いただき納入をお願い
いたします。
•各地域の連絡員さんがお宅に伺いしますので、
1戸あたり 500 円を目安にお願いします。

日本赤十字社社資納入のお願い

問　社会福祉協議会　　　　☎ 4-2267

　子育てや介護・家庭生活に悩む方々に対し、
悩みを聴く場を設けることで少しでも不安を取
り除き、心の援助ができるよう支援します。面
談希望の方は直接会場にお越しください。電話
相談の方は時間内までお受けしますのでお気軽
にご相談ください。（相談無料）
日時　6月 16 日㊏ 13:30 ～ 15:30 まで
面談希望の方は、平取町中央公民館1階中会議室、
電話相談希望の方は☎2-2619におかけください。
その他　相談者のプライバシーは厳守し守秘義
務にて行います。また小さなお子様を連れての
来所も結構ですのでお気軽にお越しください。
主催　日高家庭生活カウンセラークラブ

問　日高家庭生活カウンセラークラブ
　　代表　和田与志男　☎ 2-2722

「こころの広場」開催    

　今年度第 1回目の講座を次のとおり開催しま
す。今回の講座テーマは≪民族共生・地域振興
を進める新しい法律と政策に向けて≫です。
　アイヌに関する法律や政策の歴史を学び、こ
れからの施策・事業のあり方について共に考え
る場といたします。町外からも含め、どなたで
も参加できます。
日時　6月 28 日㊍　19:00 ～ 20:50
会場　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
講師　中村睦男氏（元北海道大学総長、現アイ
　　　ヌ民族文化財団理事長）
演題　「アイヌ民族に関わる法制の歴史・現在・
　　　未来」（仮題）
※事前申込は必要ありません。受講無料。
問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341
　　アイヌ文化保全対策室　☎ 4-6011

シシリムカ文化大学 第１回講座   

　第 8回ウレクレクを開催いたします。町民のみ
なさまは、ぜひご参加ください。
日時　6月 23 日㊏　　14:00 ～
場所　二風谷生活館（二風谷 78-12）
内容　
14：00 ～ 15：50
～アイヌの子どもの遊び体験～
　（弓矢、アイヌ文様切絵、イタドリの笛作り、
　輪さし、輪投げ）
16：00 ～ 19：00
～音楽ライブ～
　・チア☆エンジェルズ　・Shake in Black　
　・二風谷アイヌ語教室こどもの部
　・平取アイヌ文化保存会　
　・カピウ＆アパッポ　・アイヌサニケ
　・アイヌアートプロジェクト　・おおたか静流
その他　音楽ライブ終了後に懇親会を行います
が、会費として大人 1,000 円、高校生以下は 500
円を徴収させていただきます。
　子どもの遊び体験、音楽ライブの観覧は無料です。
　焼き鳥、ビールなどの販売を行いますので運
転される方は飲酒ご遠慮願います。
問　アイヌ協会青年部 事務局　
　　（アイヌ施策推進課内）　☎ 2-2341

第８回ウレクレク～風の谷の響～ 

期日    6 月 24 日㊐　正午～
場所    貫気別生活館前庭
        　※雨天時は町民センター・生活館で実施
内容   グルメ市（そうめん流し、焼肉コーナー、
　　　フランクフルトや飲み物など）
※6月23日㊏は、チャリティビールパーティ（17：
30）および地元「なまら ぬきべつ」による花火
大会（20:00 ～）を行います。
問　貫気別ファミリーフェスティバル実行委員
　　会事務局（役場貫気別支所）　☎ 5-5204

貫気別ファミリーフェスティバル開催

　みんなで楽しく平取町の食について学べる食
育フェアーを開催します。
　当日はトマトアイスを使ったパフェ作りやび
らとり食育クイズラリーなどの内容を企画して
います。ご家族、お友達お誘い合わせのうえ、
ぜひご参加ください。
（※モンキーリバー夏まつり同時開催）
期日　7月 8日㊐　10 時 30 分～ 14 時 00 分
場所　ふれあいセンターびらとり
内容　まめっ子つかみ大会・トマトアイスパフェ
作り、びらとり食育クイズラリー、食育パネル展、
トマトクッキーの無料配布　など

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

～親子で楽しく食の体験 !! ～
『びらとり食育プチフェアー』

　アイヌの伝統的生活空間の再生事業の一環と
して、本町の親水公園に隣接する河川敷地では、
伝統的文化活動を行う際に必要となる自然素材
の栽培・育成、植栽等の維持管理を行ってきて
ます。生育状況を的確に把握し、より効率的な
育成をする目的として定期的に業者によるモニ
タリング調査も行っています。
　町民のみなさまには事業趣旨のご理解をお願
いします。
※調査車両には町からの調査内容を掲示してます。

委託業者　㈱地域環境計画北海道支社（札幌市）
内容　ツルヨシ、ガマの生育調査
期間　6月～ 10 月（月 1～ 2回）
場所　本町旧平取大橋～親水公園手前までの河
　　　川敷地
問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係
　　☎ 2-2341

水辺空間自然素材モニタリング調査

 　交通安全協会では、優良運転講習を次のとおり
予定していますので、お知らせします。
　受講対象者は、事前に門別警察署内の交通安全
協会で更新手続きを済ませた方のみとなりますの
で、ご注意ください。
期日　7月 13 日㊎　18：00（講習時間 30 分）
受付　17:30 より
場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
　更新手数料については、交通安全協会へ問い合
わせください

運転免許証の更新時講習

問　門別地区交通安全協会（門別警察署内 )
       （☎ 01456-2-0110 ）



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 びらとりびらとりびらとりびらとり

　受験申請は、書面のほかインターネットでも申
請できます。詳しくは、消防試験研究センター
のホームページをご覧ください。
http://www.shoubo-shiken.or.jp/

問　平取消防署　☎ 2-2361 

平成 30 年度 第 3 回危険物取扱者試験案内    

※前回より試験手数料が改定されています。
※受験願書・詳細については、お問い合わせください。

危険物取扱者
試験日 7月 22 日㊐

受
付
書　　面 6月 18 日㊊～ 6月 25 日㊊（消印有効）
インターネット 6 月 15 日㊎～ 6月 22 日㊎

試験の種類 甲種・乙種（第 1～ 6類）丙種
試験手数料 甲種 6,500 円・乙種 4,500 円・丙種 3,600 円
試　験　地 札幌市・新ひだか町　ほか 5市
合格発表予定日 8月 8日㊌
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自衛官募集中 

　次のとおり自衛官を募集しています。
募集項目 資　格 受付期限

自衛官候補生(男子) 18 歳以上
27 歳未満の方

9月 21 日
自衛官候補生(女子) 9 月 21 日

問　自衛隊札幌地方協力本部 静内分駐所　　　
　　☎ 0146-44-2855

採用試験日または採用試験の期間につきまして
はお問い合わせください。

 　図書館では 6月 1日㊎より、5月 2日に 92 歳
で亡くなられた絵本作家・かこさとし（加古里子）
さんを偲び、図書館の所蔵作品を展示しています。
　60 年近くにわたった創作の歴史を振り返り、
子どものころの思い出を新たにしていただけれ
ば幸いです。
期間　6月 1日㊎～ 30 日㊏
場所　図書館（ふれあいセンターびらとり 3階）
時間　9:30 ～ 18:00（㊏・㊐は 17:00 まで）
その他　展示している絵本などはすべて貸し出
　　　　します

資料展示会
「かこさとしさんを偲んで」    

問　図書館（☎ 4-6666）

 　地域住民の方に、講話をとおして心を豊かにし、
明るい社会づくり、町づくり、家庭づくりを目指
し講演会を開催します。ぜひ、お越しください。
日時　6月 28 日㊍ 13:30 ～ 14:30
会場　荷菜多目的研修センター
講師　伊藤芳正　（小・中学校道徳講師、養育里親）
テーマ　「幸せに生きるための心の使い方」
主催者　陽気ぐらし講座推進委員会
後援　教育委員会、社会福祉協議会、荷菜自治会

文化講演会   

問　和田与志男　☎ 2-2722

 　平取町女性の集い（今秋予定）を開催するにあ
たり、楽しく有意義で女性の活力源となるものを
一緒に考え実行していただける方を募集します。
（団体、個人問いません）
対象　町内在住の女性
申込　希望者は 6月 22 日㊎までお申し込みくだ
さい。

第 39 回「平取町女性の集い」実行委
員会委員 募集

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619

 　図書館において、6月の『食育月間』、19 日の『食
育の日』の期間中、「食と健康」をテーマとしたブッ
クフェア―を開催しますので、ぜひ、お越しくだ
さい。
期間　6月 16 日㊏～ 24 日㊐
　（※ 18 日は図書館が休刊日のためお休み）
場所　図書館（ふれあいセンターびらとり 3階）

“よい食一生・食育月間”
ブックフェア―　

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

　生活習慣病に起因する動脈硬化等による血管
の変性や疾病の予防・早期発見、またこの検診
を機に生活習慣を振り返ることを目的とした『脳
検診』を実施いたします。検診を希望される方
はご連絡ください。
期日　6月 25 日㊊～ 27 日㊌（2.5 日間）
　　　　　　（※ 27 日は午前で終了）
場所　ふれあいセンターびらとり
内容　検診バス内での頭部MRI 検査
料金　5,000 円
対象者　満 40 ～ 74 歳の平取町民
※対象日は検診日において
※昨年受診者も申込可能
定員　100 名（若干の余裕あり）
予約　定員になりしだい、しめきり
　　　完全予約制
問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

脳検診の実施

　文化的景観を親しみやすく理解してもらうた
めに、バスで現地を巡って解説します。今回は
川奈野一信氏（地域住民）、長田佳宏学芸員（博
物館）を講師に、紫雲古津～富川方面の景観を
紐解きながら沙流川流域のアイヌ文化や産業、
暮らしの移り変わりを学ぶ機会にします。
（参加無料）
期日　6月 24 日㊐　13:00 ～ 16:00
発着地 　二風谷観光トイレ前（町バスで移動）
主催　二風谷アイヌ語教室
　　　二風谷アイヌ文化博物館
申込　事前にお申込みください。
定員　30 人（先着順）

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892

平取町文化的景観現地説明会 

 　はがきによる身に覚えのない請求（架空請求）
が 4月頃から急増しています。
　はがきによる身に覚えのない請求とは、「民事
訴訟管理センター」や「法務省管轄支局民事所掌
管理センター」などの公的機関をかたり「総合消
費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という
タイトルで「契約不履行による民事訴訟が提出。
連絡がない場合、給料差し押さえを強制的に履行」
などと偽りの法的な拘束力を利用し、被害者を動
揺させ慎重さを欠く判断へ急がせます。
　このようなはがきが突然届いても、慌てずに落
ち着いて対応しましょう。はがきに書かれている
電話番号に連絡すると自分の電話番号などの個人
情報が知られることになります。
　さらに、法的な措置を取りさげるために必要だ
として、高額な請求をされる可能性があります。
支払いを強要されても決して支払わないでください。

はがきによる身に覚えのない請求
（架空請求）が増えています 

問　観光商工課商工労働係（☎ 3-7703）

 　平取美術同好会の作品展を開催します。ぜひ、
ご覧ください。
期間　6月 21 日㊍～ 23 日㊏ 9:00 ～ 18:00
           ( 初日は 12：00 ～、最終日は 16:00 まで）
場所　ふれあいセンターびらとり
出品者　大浦義己、梅田正子、阿部正子、
　　　　三浦ミツエ、溝渕芳子、堀江久美子、
　　　　堅田智子、小林亜紀子（敬称略）

平取美術同好会作品展 

北海道警察官採用試験実施

　警察官採用募集中です。受験や転職を考えてい
る、知人などで就職を考えている方などは、ぜ
ひ検討してください。32 歳までの方が受験でき
ます。詳細についてはご連絡ください。
受付期間　7月 2日㊊～ 8月 24 日㊎
試験日　9月 17 日㊊㊗
試験地　札幌市、苫小牧市、新ひだか町、ほか
受験資格　受験年齢～採用基準日（平成 31 年 4
　　　　　月 1日）において 33 歳未満の方
問　門別警察署　☎ 01456-2-0110

　教育委員会では、現在、町内の小中学校で使用
している教科書見本を次のとおり展示します。
期間　6月 15 日㊎～ 28 日㊍　※休館日除く
場所　図書館 (ふれあいセンターびらとり 3階 )
問　生涯学習課学校教育係　☎ 2-2619

学校の教科書を展示します

火災・救急出場件数（5月末）

火災 救急
種別 件数 年累計 種別 件数 年累計
建 物 0 1 交通事故 1 5
林 野 0 0 急 病 13 61
車 両 1 2 一般負傷 2 18
そ の 他 0 2 そ の 他 2 6

転院搬送 7 33
合 計 1 5 合 計 25 123

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

アイヌ文化伝承記録映画
「 Ainu ¦ ひと」上映会    

　平取町のアイヌ文化伝承の今を追ったドキュ
メンタリー映画。4人の古老（川奈野一信さん ､
萱野れい子さん ､木幡サチ子さん ､鍋澤保さん）
による日々の暮らしや想い、地域での活動の姿
を中心に、アイヌ文化を守り伝えていくための
メッセージを映像で発信します。( 全編日本語字
幕付き）　ぜひ、ご覧ください。
期日　1回目　6月 30 日㊏　15:00 ～ 17:00
　　　2回目　7月  １日㊐　13:00 ～ 15:00
場所　沙流川歴史館レクチャーホール
主催　二風谷アイヌ文化博物館
申込　不要
定員　各回 210 人（先着順）
観覧料　無料
問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892



団 地 名 建設
年度

住宅
番号

住宅
規模

面積
㎡ 風呂

月収収入基準および家賃額（一般世帯）円
0～　　
104,000

104,001 ～
　123,000

123,001 ～
139,000

139,001 ～
　158,000

荷 菜 新 平成 10 3-1 3LDK 74.46 内 22,100 25,500 29,100 32,900

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 48 20-2 3DK 49.14 内 7,400 8,600 9,800 11,100

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 48 38-1 3DK 45.20 内 6,800 7,900 9,100 10,200

本 町 み ど り ヶ 丘 昭和 52 49-1 3DK 53.51 内 9,400 10,900 12,400 14,000

本 町 川 沿 平成 20 3-2 2LDK 65.16 内 21,100 24,300 27,800 31,400

荷 負 本 村 昭和 49 7-1 2DK 43.00 内 5,700 6,600 7,600 8,500

振 内 山 手 昭和 42 1-2 2DK 33.01 内 3,300 3,800 4,300 4,900

振 内 山 手 昭和 44 26-4 2DK 34.16 内 3,700 4,300 4,900 5,600

公営住宅入居者募集    

問　建設水道課財産管理係　☎ 2-2226　･　振内支所　☎ 3-3211　･　貫気別支所　☎ 5-5204

◇次の公営住宅の入居者を募集しますので、入居希望者は期限までに申し込みください。

※公営住宅の家賃は、毎年度、入居者の収入等に応じて決定されます。一定基準以上の所得を有する
　方の申込みは受付できません。また、持家のある方や税金等滞納者は、原則受付できません。
※単身での申込みは、地区や住宅規模等によりお断りする場合があります。
※給湯ボイラー・集中換気システム設置住宅（荷菜新、本町川沿）
※共益費（車庫代）月額 1,000 円が別途加算（荷菜新 3-1）
※条件付入居となる住宅があります。

                                                 
～みなし特定公共賃貸住宅入居者募集～

　中堅所得者等の居住の安定を図るために、入居者資格の収入要件を特定公共賃貸住宅とみなした、
次のみなし特定公共賃貸住宅の入居者を募集しますので、入居希望者は期限までに申込みください。
•振内池売山手団地 37-1　•3 ＬＤＫ　•63.11 ㎡　•住所　平取町振内町 99 番地 4
•昭和 63 年度建設　•家賃　月額　24,000 円　
入居資格　・平取町に住所がある方（または転入する方）で、同居者がいること。
 　　　　    ・4 人世帯の場合で、年収がおよそ 448 万円～ 909 万円の方。

申込期限　6月 15 日㊎　必着　　　入居予定　7月末頃から
団地生活は、集団生活の場です。皆さんが明るく快適な生活ができるよう、

お互いに譲りあい助けあって、健康で文化的な楽しい生活の場となるよう努めましょう。

すずらんのまちだより びらとりびらとりびらとりびらとり

　次のとおり語りべを開催しています。昔の平取
町のお話やアイヌの物語など、より深く平取町
を知り、味わうことができます。お誘いあわせ
のうえ、みなさまのご参加をお待ちしています。
（参加無料）
期日　5月 12 日㊏より 10 月下旬まで
　　　13：30 ～ 14：30
※毎週土曜日開催（場合により不定期開催もあ
　ります。）
場所　ポロチセ（二風谷 61 番地 14）

ユカラと語りべ     

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　　　
　　☎ 2-2341

　国民年金保険料の納付は 20 歳の誕生月から始
まりますが、学生の方は納付を猶予できる「学
生納付特例制度」を利用することができます。
　ご希望の方は、在学証明書または学生証・印
鑑・年金手帳を持参のうえ、手続きを行ってく
ださい。
なお、承認された期間の保険料については、10
年以内であれば遡って納めることができます。
問　町民課住民年金係　☎ 4-6113
　　苫小牧年金事務所　☎ 0144-36-6135

国民年金保険料の学生納付特例制度



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　町では、お子様の虫歯を防ぎ、健やかに育つこ
とを目的として、歯科健診とフッ素塗布を次の
とおり実施します。
　また、フッ素塗布のみを受けるにあたっては、
町または保育所実施の歯科健診を 1年以内に受
けていることが必要となります（個人での歯科
通院による健診結果の持参でも可）。歯科衛生士・
保健師へのお口に関する悩みごと相談も兼ねて、
普段の歯磨きプラスのむし歯予防に、ぜひ申し
込みください。

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

歯科健診とフッ素塗布

対象者　1歳～就学前の幼児（1歳未満でも可能。
目安は乳歯4本以上です。お気軽にご相談下さい。）
料金　無料
持ち物　歯の健康ノート（お持ちでない方は当
日お渡しします）、歯ブラシ
申込　7月 5日㊍まで

会場 日程・受付時間 内容

貫気別生活館 7月 10 日㊋   8:30 ～ 9:30 歯科健診・フッ素塗布（後半 30 分は
フッ素のみ）振内町民セン

ター
7月 11 日㊌
   8:30 ～ 9:30

ふれあいセン
ターびらとり

7月 11 日㊌
 13:00～ 13:30 歯科健診

 13:30～ 18:00 フッ素塗布

7月 13 日㊎
 15:30 ～ 18:00 フッ素塗布

生活支援ハウス（きずな）-振内町 -
入居者募集    

　町生活支援ハウス（きずな）の入居者を、次の
とおり募集します。
募集人員　1人
入居資格　次の①～⑥に該当する方
①町内に住所を有する 60 歳以上の方
②ひとり暮らしや家族から援助を受けることが
　困難な方、または高齢等のために独立して生
　活することに不安のある方
③共同生活に支障のない方
④月々の利用料等の支払いに支障のない方
⑤感染症等の疾患がない方
⑥地域住民との交流や地域活動に積極的に参加
　する方
間取り　居室内　フローリング 11 畳
　　　　　　　　トイレ・洗面所付き
入居経費
・居室料（管理費含む）20,000 円
・食費　1食 400 円
・事務費（所得に応じ）0円～ 50,000 円
・冬期間（11 月～ 4月）暖房費　3,000 円
・その他光熱水費など　自己負担金
入居予定　7月上旬から
申込　6月 18 日㊊までに　
問　保健福祉課介護支援係　☎ 4-6114
　　地域包括支援センター　☎ 2-3700

　イオル再生事業のコタン（集落）の再現地にお
いて、復元されたチセ（伝統的家屋）を一般開
放しています。
　伝統工芸品に指定されました『二風谷イタ』『二
風谷アットゥシ』の製作実演・展示も行っており
ますので、どうぞお気軽に見学してみてくださ
い。※入場無料

チセ一般開放     

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　　　
　　☎ 2-2341

期間　10 月 31 日㊌まで　（㊏・㊐・㊗可）
　　　※ 12:00 ～ 13:00 昼休憩
　　　ポロチセ… 8:30 ～ 17:00
　　　チセ…10:00 ～ 16:00　　　　
場所　二風谷 61 番地 14

ポロチセ ( 大
きな家屋 )1 棟

サラニプ ( 背負い袋 ) 編みの実演・生
活民具の展示

チセ
(家屋 )2 棟

伝統工芸【木彫・刺繍・アットゥシ織
など】の実演・展示
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