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　平取消防署の活動にご理解とご協力ありがとう
ございます。
　今年も、さまざまな火災・救急・救助事案に
対応すべく、防災ヘリコプターとの合同訓練を
実施します。今年は、山岳救助訓練に加え林野
火災訓練も実施予定で、親水公園ヘリポートを
火災現場に見立て、防災ヘリコプターから空中
消火活動を行います。
　訓練日は、騒音や砂埃が舞うなどのご迷惑を
おかけする場合がありますが、平取町民の安心
と安全を守るため、訓練へのご理解とご協力を
お願いいたします。
日時　8月 2日㊍ 10：30 ～ 13：30
場所　親水公園
内容　① 山岳救助訓練
　　　② 林野火災訓練
その他　•訓練日は、防災ヘリコプターの離着陸
が複数回あります。
•時間についてはあくまでも予定です。
•天候不良や実事案発生により訓練が中止となる
　場合があります。

北海道防災ヘリコプターとの合同
救助訓練

問　平取消防署　☎ 2-2361

　室蘭児童相談所では、児童を心身ともに健全
に育てるため、次のとおり「巡回児童相談」を
実施します。ご希望の方は期日までにお申し込
みください。
期日　9月 13 日㊍
場所　ふれあいセンターびらとり 栄養実習室（和室）
内容　家庭でのしつけに関すること、ことばの
遅れ、心身の障がい、不登校・登園しぶり、学
習の遅れ、療育手帳の取得に関する相談など
対象　18 才未満の子どもおよびその保護者
相談員　室蘭児童相談所児童福祉司および判定員
申込　8月 10 日㊎まで
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112
　　平取町子ども発達支援センター ☎ 2-3400

巡回児童相談

行事予定     8 月 1日～ 15 日
  1 日 ㈬   －－ 夏の行楽期の交通安全運動

（～ 10 日）

  7 日 ㈫  14:00 ホッカイドウ競馬びらとり
Day ／門別競馬場

  8 日 ㈬  13:30 ❖❖議会運営委員会議会運営委員会
／役場 委員控室

  9 日 ㈭    9:30 ❖❖町議会臨時会町議会臨時会／役場 議事堂

10 日 ㈮   －－
   9:30

町民交通安全の日
小中学生登山／樽前山

14 日 ㈫   －－ 義経神社例大祭（～ 16 日）義経神社例大祭（～ 16 日）

＊❖の表示のあるものは、傍聴できますので直接❖の表示のあるものは、傍聴できますので直接
会場にお越しください。会場にお越しください。の表示のあるものは、傍聴の表示のあるものは、傍聴
できますので直接会場   できますので直接会場   
にお越しください。にお越しください。

　札幌弁護士会では、毎月各地区で相談会を開催
しています。お気軽にご相談ください。（予約優先）

《平取町での相談会》  
期日　  7 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　    28 日㊋ 11:00 ～ 12:30
場所　ふれあいセンターびらとり

《ひだか弁護士相談センター》 
期日       1 日㊌    6 日㊊    8 日㊌   20 日㊊ 
            22 日㊌  27 日㊊  29 日㊌
時間 13:00 ～ 15:00  
場所　新ひだか町静内吉野町 2-1-4問  

《門別地区相談所》　
期日    28 日㊋　13:30 ～ 16:00
場所　門別公民館（日高町門別本町 210-1）
問　まちづくり課広報広聴係　☎ 2-2222
　　ひだか弁護士相談センター☎ 0146-42-8373   

弁護士無料法律相談会  8 月開催

　びらとりトマトカード会加盟店（非加盟店 2店
含む）36 店舗にて「トマトカード ポイント 2倍
セール」を開催します。
期間　8月 10 日㊎～ 15 日㊌　6日間

問　平取町商工会　☎ 2-2329

全町中元大売出し事業 開催

　10,000 円で 12,000 円のお買いもの！
20％お得な商品券を販売します。約 70 の事業所
でご利用できます。
1 セット 1,000 円× 12 枚綴り  3,000 セット限定
発売日　8月 5日㊐　10:00 ～ 15:00
発売場所　ふれあいセンターびらとり
　　　　　山の駅ほろしり館
　　　　　貫気別生活館
　　　　　　※各会場とも完売しだい終了
対象　16 歳以上の町民（お一人 5セットまで）
その他　当日完売にならなかった場合、8月 6日㊊
以降は次の場所で販売します。
振　内　㈲ハウジングショップ樫野
　　　　9:00 ～ 1900 　☎ 3-3520
貫気別　細川商店
　　　　7:00 ～ 19:00　☎ 5-5310
本　町　平取町商工会
　　　　8:30 ～ 17:30　☎ 2-2329

平取町地域商品券 発売

問　平取町商工会　☎ 2-2329

「第 39 回沙流川まつり」出店者募集

　沙流川まつり実行委員会では、9月 16 日㊐に、
二風谷ファミリーランドで開催される「沙流川
まつり」で出店する町内在住の方を募集します。
　希望者は、出店条件などがありますので次の
日程で開催される説明会に出席し、出店計画を
立てて期日までにお申し込みください。
説明会　8月 3日㊎　19:00 ～
場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
申込　8月 16 日㊍　17:00 まで
問　沙流川まつり実行委員会事務局
       （観光商工課観光推進係内　☎ 3-7703　　

　ダムの水門を開けたり発電を開始して水を流す
ときは、川沿いに設置したスピーカーまたはサ
イレンによりお知らせしますので、水難事故防
止のため河川から離れてください。
　特に、魚釣りや子どもの川遊びなどは十分注
意願います。
ダムの水門から水を流すのは、
①雪どけや降雨などにより川の水が増えたとき
②発電設備を点検補修するとき
③車両の転落事故など、予測できない事故があっ
　たときなど
放流する時は川沿いの皆さまへ周知します。
1. 岩知志ダム
スピーカーによる周知
• ダム放流や発電放流を開始する時、放流により
　川の水が増え始める約15分前から放送します。
•ダム放流量が 200 ㎥ / 秒、400 ㎥ / 秒になっ　
　た時、放送します。
•さらに、ダム放流量が 500 ㎥ / 秒になった時、
　および 500 ㎥ / 秒を超えて 100 ㎥ / 秒を増　
　す毎に放送します。
サイレンによる周知
• ダム放流量が 500 ㎥ / 秒になった時、および　
　500 ㎥ / 秒を超えて 100 ㎥ / 秒を増す毎に吹　
　鳴します。
2. 岩知志発電所
スピーカーによる周知
• 発電所放流を開始する時、発電所放流より川の
　水が増え始める 15 分前から放送します。

ほくでん岩知志ダム・岩知志発電所
からの放流についてのお願い 

問　北海道電力株式会社 日高水力センター
　　☎ 01457-6-2076

　夏休み中の子どもたちに、料理を通じて食べる
ことの楽しさや『食』への関心を深めてもらうこ
とを目的とした子どもクッキングを開催します。
期日　8月 3日㊎　10:00 ～ 13:00
場所　ふれあいセンターびらとり 栄養実習室
内容　日本のおいしい“だし”を学ぶ !!
　　　だしを使ったおいしい料理に挑戦！
対象  町内の小学生
※貫気別・振内地区は各役場支所～ふれあいセ
　ンターびらとり間を送迎します。
定員　25 人　
参加費　無料
持ち物　エプロン、バンダナ、手ふきタオル
申込　7 月 30 日㊊まで

“夏休み子どもクッキング”
開催のお知らせ

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

　平取町のアイヌ伝統文化に親しんでもらうため
に、次のとおり体験講座（アイヌ文様の彫刻体験）
を行います。事前申込みは必要ありませんので、
お気軽にお立ち寄りください。
期日　8月 1日㊌～ 26 日㊐　
          10:00 ～ 12:00　（受付 11:30 まで）
          13:00 ～ 15:00　（受付 14:30 まで）
場所　二風谷工芸館
料金　1回 500 円（材料代）
         ※ 8 月 19 日㊐チプサンケ当日のみ無料
対象　小学校 4年生以上の方
講師　二風谷民芸組合に所属する木彫工芸家

アイヌ文化体験学習講座
　～アイヌ文様を彫ってみよう～

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892
　　二風谷工芸館　☎ 2-3299　
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振内診療所 8月の診療体制 

問　国保病院　☎ 2-2201
　　振内診療所　☎ 3-3004

水曜日 金曜日

  1 日 藤井医師  3 日 藤井医師
  8 日 藤井医師 10 日 藤井医師
15 日 藤井医師 17 日 藤井医師
22 日 藤井医師 24 日 藤井医師
29 日 藤井医師 31 日 藤井医師

受付時間　9:00 ～ 11:30 ／ 13:00 ～ 15:00
受付時間は 15:00 で終了いたします。

国保病院 8月の
循環器内科・皮膚科診療日

担当医師 診療日 診療時間

 鹿島医師 22 日 毎週水曜日
9:30 ～ 11:30

※医師が変更になる
場合があります
15 日休診

 榎本医師  1 日・8日・
29 日・30 日

小林医師 27 日
第 4月曜日
13:30 ～ 15:00
13 日休診

循環器内科　

問　国保病院　☎ 2-2201

皮膚科　
担当医師 診療日 診療時間

加瀬医師 14 日・28 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

国保病院 8月外来診療変更 

問　国保病院　☎ 2-2201

午前 午後
備考

内科 外科 総合
（内科・外科）

10 日㊎ 谷 斉ノ内 村上
17 日㊎ 村上 斉ノ内 谷

　『ヘルプマークとは、街中や交通機関など生活
のさまざまな場所で、周囲からの配慮を必要とし
ている方々がいます。そういった方々をみんなで
助け合う社会を実現するために、ヘルプマークが
作成されました。このマークを着
用している方は、周囲の方に配慮
を必要としていることを知らせる
ことができ、支援や援助を促すこ
とができます。』町では、北海道
全体で取組むヘルプマークの普及
啓発活動を推進し、ご希望の方に
次のとおりヘルプマーク・ヘルプ
カードを配布します。
ヘルプマーク・ヘルプカードの配
布対象者
　義足や人工関節を使用している方、内部障害や
難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要
としていて、配布を希望する方
配布場所
　ふれあいセンターびらとり保健福祉課福祉係
　役場振内支所・役場貫気別支所　
配布方法
　配慮を必要としている方 ( 対象者 ) に、必要事
項を確認し、無償で配付

ひとりでも多くの方のお心遣いが、マークへの理
解と行動を促す原動力になります！

ご存知ですか？ヘルプマーク

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

　乳がん・子宮（頸部）がん検診を、次のとおり
実施します。早期に発見すれば治癒可能ながん
ですのでこの機会に多くの方が受診されますよ
うお知らせいたします。
日程　9月 18 日㊋
場所　北海道対がん協会 札幌検診センター
助成対象者　乳がん検診　40 歳以上の女性
　　　　　　子宮がん検診　20 歳以上の女性
※助成対象は昨年度の未受診者と無料クーポン
　券対象者
検診料金
• 乳がん検診

区分 検診料金 対象外者料金
40 ～ 49 歳までの方 2,000 円 6,180 円
50 ～ 69 歳までの方 2,000 円 5,150 円70 歳以上の方 1,000 円
無料クーポン券対象者 0円
• 子宮頸がん検診

区分 検診料金 対象外者料金
20 ～ 69 歳までの方 2,000 円 5,850 円70 歳以上の方 1,000 円
無料クーポン券対象者 0円
※今年度の無料クーポン券対象者には年度初め
　にご自宅へクーポン券を送付しています。
※検診料金の助成は 2年に 1度となりますので、
　ご了承下さい。
※生活保護の方で昨年度未受診者は無料です。
定員　30 人
申込　8月 28 日㊋　※定員になりしだい締切
その他　送迎バスを運行します
  9:30　振内町民センター前
  9:50　荷負郵便局前
10:00　二風谷資料館前停留所
10:15　ふれあいセンターびらとり前
10:20　荷菜停留所
10:30　紫雲古津生活館前
17:00 ～ 18:00　帰町予定時刻
問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

乳がん・子宮がん検診（札幌会場）

　本町自治会体育部では、次のとおり夏休み期間
中にラジオ体操を実施しますので、健康増進のた
めにも、たくさんの参加をお待ちしています。
期間　7月 27 日㊎～ 8月 19 日㊐　24 日間
　　　6:00 ～
場所　平取小学校前
　　　ふれあいセンターびらとり前
その他　児童・幼児には参加記念品を贈呈します。
　　　　（13 回以上参加）

健康な身体をつくるため　　
　ラジオ体操をしましょう

　7 月の豪雨により、広島県ほか各地で甚大な被
害が発生していることから、共同募金会、日本赤
十字社では、義援金の募集を実施しております。
募集期間　9 月 28 日㊎まで
協力方法
　社会福祉協議会で受付いただくか、次の口座
にお振込みください。
日本赤十字社
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00130‐8‐635289
・口座加入者名
　　「日赤平成 30 年 7月豪雨災害義援金」
　　※窓口での取扱は振替手数料は無料
赤い羽根共同募金
ゆうちょ銀行・郵便局口座
・口座記号番号　00180‐7‐634691
・口座加入者名　
　　「中央共同募金会平成30年7月豪雨災害義援金」
　　※窓口での取扱は振替手数料は無料

平成 30 年 7 月豪雨災害義援金に
　ご協力お願いします

問　社会福祉協議会　☎ 4-2267

　日高地方精神保健協会では、住民の方々にス
クリーン一杯に広がる映像と音響に浸ることで、
心や体のリラックス効果を感じてもらい、精神
的健康の保持に寄与するため、毎年度、大黒座
の協力をいただき「メンタルヘルス映画祭」を
開催しております。ぜひ、ご覧ください。
期間　7月 22 日㊐～ 8月 10 日㊎
場所　大黒座
内容「ケアニン～あなたでよかった～」
～新人の介護福祉士を主人公に介護という仕事
を通じて働くことの意味、人と人、地域のつな
がりの尊さが描かれており、日々の介護現場で
働く人たちの姿を追いかけていくうちに自然
と、人生に前向きになれる心温まる感動のストー
リー。
割引券付きチラシの配付場所　大黒座、カフェ
ぶらぶら、浦河保健所、静内保健所　ほか
※チラシはコピーなどをして使用できます。
割引内容　大人 1,200 円、学生 800 円、幼児 700 円

メンタルヘルス映画祭 

問　浦河保健所　☎ 0146-22-3071

問　税務課納税係　☎ 2-2224

　お仕事などにより昼間や平日に町税などの納
入に来られない方のため「夜間納税相談窓口」
と「休日納税相談窓口」を開設します。税金や
各種使用料などの納入や納税に関する相談をお
受けします。お気軽にご利用ください。

夜間納税相談窓口・休日納税相談窓口 開設     

区　分 夜間納税相談窓口 休日納税相談窓口
開設日 毎週水曜日 8月 19 日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

※第 1期の町税の納期限は 7月 31 日となってい
ますので、お忘れなく。

　図書館では、次のとおり映画上映会を行いま
す。ご家族そろってお楽しみください。
期日　7月 28 日㊏
　　   ① 10:00 ～　② 14:00 ～
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
作品　
「スマーフ　スマーフェットと秘密の大冒険」　
　青色の小さな妖精の女の子、スマーフェット
が意地悪な魔法使いから仲間たちを守るため、
「禁断の森」を目指す冒険物語です。（90 分）
その他　入場無料・事前申込は必要ありません。

夏休み映画上映会

問　図書館　☎ 4-6666



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

　教育委員会では「サウンド・オブ・ミュージッ
ク鑑賞ツアー」を開催します。
期日　8月 18 日㊏ 　13:00 開演
場所　札幌市　北海道四季劇場
内容　劇団四季ミュージカル
　　　『サウンド・オブ・ミュージック』の鑑賞
参加料　B席　5,000 円
対象　町民 20 人（先着）
申込　7月 24 日㊋ 8:30 ～ 8 月 8日㊌ 17:15 まで
          （㊏㊐を除く）
その他　・町有バスを運行します。
・バス運行時刻およびルートは参加者がまとまり
しだい連絡します。

生涯学習推進事業
「わくわく感動体験ツアー」参加者募集

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619　

「ほっかいどう・おくすり情報室」
開設

　近年の高齢化社会の進展による疾病構造の変
化やセルフケアの流れの中において、従来病院・
診療所向けであった胃腸薬等が市販薬として薬
局で販売されるなど、医薬品を取り巻く環境の
変化に伴い住民の薬への関心が増大しています。
　このことから、道民から薬の飲み合わせや副
作用などの様々な照会に対応するため、（社）北
海道薬剤師会内に「ほっかいどう・おくすり情
報室」を開設し、医薬品等に係る相談業務を行っ
ています。
相談内容
・薬の飲み合わせ
・薬の服用、保管方法
・薬の効能、効果
・化学物質、家庭用品に関する情報 等
※相談の受付は電話による。
問　ほっかいどう・おくすり情報室　
　　☎ 011-815-0093　㊏㊐㊗除く 9:00 ～ 16:00

　～幼虫を放流して今年で 13年目を迎えます～
　今年は、1600 匹ほど放流しました。たくさん飛んで、みなさんに楽しんでもらいたいです。子ども
たちに、ホタルが光を放ち舞う姿を楽しんでもらい「ふるさとの記憶を自分の人生の引き出しに納め
てほしい」と願っています。手のひらに乗せてホタルの成長を観察できます。ご来場をお待ちしてい
ます。
期間　7月 20 日㊎～ 31 日㊋　20:00 ～ 21:00　※ 8月 15 日㊌まで見ることができます。
場所　義経神社鳥居向かい側の親水公園（道路横断し階段を下りた東屋周辺の空間）
問　びらとりホタルの会　会長　平村 正　☎ 2-2953

ホタルが飛び始めました 親子での観賞機会をつくりましょう

　道内における平成 30 年 4 月末現在の特殊詐
欺の認知件数は 56 件（前年同期比 12 件減少）、
被害額については約 9,800 万円（前年同期比約
7,600 万円減少 ) であり、いずれも減少していま
すが、依然として被害は続いています。
　手口別にみると、親族、警察官等の公務員を
装って電話し、トラブル解決や借金の返済等を
名目にお金をだまし取るオレオレ詐欺、はがき
やメールで、アダルトサイトの登録料金が未払
いであるなど架空により料金を請求する架空請
求詐欺が多数を占めています。
　被害に遭われた方の年齢層について、高齢者
（65 歳以上）の割合は、全体の約 5割を占めてお
ります。
　道民一人ひとりが被害に遭わないように注意
するとともに、家庭や職場、地域の中でお互い
が声を掛け合い、｢振り込め詐欺を始めとする特
殊詐欺 ｣の被害をなくしましょう。

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺
防止

問　北海道環境生活部くらし安全局　
　　☎ 011-231-4111

夏型火災防止強調運動

　消防署では、8月 1 日から 8月 20 日までの
20 日間、夏型火災防止強調運動を実施してい
ます。
　これから盛夏を迎え、花火遊びやバーベ
キュー用コンロの使用、お盆にはローソクや
線香の取扱いも多くなり、子供の火遊びが原
因の火事も多い時季です。今一度、火の取扱い
には細心の注意を払い、火事を出さないよう心
掛けましょう。

～火事・救急・救助は１１９～
平取消防署・振内分遣所

問合先　☎ 2-2361



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

登録していない象牙を売ることは
違法です

　環境省では、国内にある象牙の在庫を把握しよ
うとしています。
　所持しているだけであれば違法ではありませ
んが、登録されていない象牙を売ったりあげた
りするのは違法です。未登録の象牙をお持ちの
方、まずはご連絡ください。
　なお、所有者死亡による近親者への相続は違
法になりません。ただし、その後販売などをす
る場合にはあらかじめ登録が必要です。
※全形を保持した象牙のみが登録対象。印鑑や
アクセサリーなど象牙製品は対象外。
問　象牙在庫把握キャンペーン事務局　
　　☎ 03-6659-4660　㊏㊐㊗除く 10:00 ～ 17:00

　これから秋にかけて、低気圧や台風により広い
範囲に降る大雨や積乱雲（入道雲）による狭い
範囲に降る局地的な大雨の発生しやすい季節と
なります。この大雨により色々な災害が起こる
ことがあります。
・地盤が緩んで発生する土石流やがけ崩れなどの
　「土砂災害」
・道路、田畑の冠水や低い土地での「浸水害」
・河川の増水や氾濫による「洪水害」
　気象台では、大雨による災害のおそれがある
場合に「大雨警報（土砂災害、浸水害）・注意報」
や「洪水警報・注意報」、北海道（室蘭建設管理
部）と共同で「土砂災害警戒情報」を発表する
ほか、気象庁ホームページでは、地域のどこで
災害の危険が高まっているかを色分けしてお知
らせする「土砂災害警戒判定メッシュ情報」、「大
雨警報（浸水害）」と「洪水警報」の危険度分布
の情報も提供しています。
・濃い紫色は「極めて危険」
・薄い紫色は「非常に危険」
・赤色は「警戒」
・黄色は「注意」を表しています。
　大雨が予想される場合には、市町の発令する
避難情報等に留意するとともに、メッシュ情報
や危険度分布も活用し、早めに避難の準備をす
るなど適切な対応をとるようにしましょう。
気象庁ホームページ
https://www.jma.go.jp/jma/index.html

大雨災害から身を守る    

問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づ
き建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む
中小企業の振興を目的として設立された退職金
制度です。
　事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じ
て掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことをやめたときに建
退共から退職金を払うという、いわば業界全体
での退職金制度です。
　加入できる事業主：建設業を営む方
　対象となる労働者：建設業の現場で働く人
　掛金：日額 310 円
詳しくはホームページ「建退共」をご覧ください。

知っていますか？建退共制度 

問　建退共北海道支部　☎ 011-261-6186

　今年度第 2回目の講座を次のとおり開催しま
す。今回の講座は≪国際交流の取り組み≫につ
いて、3件の報告を行います。町外者も含め、ど
なたでも参加できます。事前申込みは必要あり
ません。受講無料。
期日　7月 27 日㊎　19：00 ～ 20：50
場所　ふれあいセンターびらとり視聴覚ホール
報告①：平取高校生とニュージーランドのマオ
　　　　リ族との国際交流
　　　　・大石 光さん（高 2）、織田瑞希さん（高 2）
報告②：二風谷アイヌ文化博物館のインターン
　　　　シップからみた国際交流
　　　　・ベイ・エリックソンさん
　　　　　　（米国アーラム大学 4年生）
　　　　・フランチェスカ・マーシュさん
　　　　　　（米国アーラム大学 1年生）
報告③：ポーランド共和国ジョーリ市博物館と
　　　　の国際交流
　　　　　・関根健司 氏（文化財課主査）　
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２回講座 

期日　7月 29 日㊐　10:00 ～（小雨決行）
場所　振内鉄道記念公園
内容　今年は和牛のバーベキューが味わえるほ
か、やまべのつかみ取りやトマトを積み上げ高
さを競う「天まで頂け！幌尻岳」などのイベン
トがあります。
　ステージショーでは「feel」( バンド名）やカ
ラオケバトルの「前田麻耶」さん、よさこいソー
ラン、幌尻大鼓、フラダンスなどをお楽しみく
ださい。　　　　　　　　　　　
※前日 28 日㊏は、地元「新世会」による花火大
会が行なわれます。
•ステージショーの出演者を前回は「門別吹奏楽
団」と記載しましたが、「feel」の誤りです。訂
正しお詫びいたします。

幌尻まつり 開催     

問　実行委員会事務局（役場振内支所）　
　　☎ 3-3211
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