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　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
ておりますので、お知らせいたします。
採取許可地区
　国有林 1001 林班から 1004 林班の区域
　（二風谷・荷負の各区域）
採取許可期限
　11 月 30 日㊎まで
許可証の発行
・町民の方については無料で発行します
・ 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
・許可証の交付は、産業課林務係または役場両支
   所で行います

問　産業課林務係　☎ 2-2223　

国有林内のマツタケ採取

行事予定     9 月 1日～ 15 日
  4 日 ㈫ 13:30 ❖❖議会運営委員会議会運営委員会

／役場 委員控室

  5 日 ㈬ 10:30 戦没者追悼式／平和塔前

7日 ㈮ 10:00 オータムフェスタ (11 日まで）
／札幌市

  8 日 ㈯ 11:00

11:00

本町・小平自治会敬老会本町・小平自治会敬老会
／中央公民館／中央公民館
二風谷自治会敬老会
／二風谷生活館

11 日 ㈫   9:30 ❖❖町議会定例会（12 日まで）町議会定例会（12 日まで）
／役場 議事堂

14 日 ㈮   －－
－－   

町民交通安全の日
学校祭（15 日まで）／平取中

15 日 ㈯ 14:00 岩知志自治会敬老会岩知志自治会敬老会
／岩知志ふれあい館／岩知志ふれあい館

＊❖の表示のあるものは、傍聴できますので直❖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。接会場にお越しください。の表示のあるものは、の表示のあるものは、
傍聴できますので直接会場   傍聴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　04 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　　25 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       3 日㊊    5 日㊌  10 日㊊  12 日㊌ 
            19 日㊌  26 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    25 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 9 月開催

　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、
火災などと間違わないようお願いします。
　なお、追悼式は一般の方の参列も可能となって
おります。
期日　9月 5日㊌　10：30 ～　　　　　　　　
　 　　※ 受付 9：30 ～
場所　平和塔前（本町 116 番地 4）
　　　※ 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）

平取町戦没者追悼式 

問　町民課住民年金係　☎ 4-6113

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
お問い合わせ願います。
貸付限度額および償還期限
• 新築資金　　　　　760 万円　25 年以内
•改修資金　　　　　480 万円　15 年以内
•中古住宅取得資金　760 万円　20 年以内
•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％
申込　9月 21 日㊎まで
　所定の申込用紙に見積書と平面図等を添付の
うえ申込みください。
問　アイヌ施策推進課アイヌ施策推進係
　　☎ 2-2341　　

　平取アイヌ協会と町教育委員会では、平取町の
子どもたちに、海外の子どもたちとの交流を深め
る機会として「青少年国際交流事業」を行います。
　今年度はニュージーランドのマオリ族の学校か
ら平取高校に短期留学（3ヶ月程度）する生徒の
受け入れをします。
　次によりホームスティで生徒を受け入れてくれ
る家庭を募集します。国際交流に興味のある家庭
の応募をお待ちしております。
留学生徒　4人
　　　　　（日本の高校 1年生に該当する女子生徒）
募集家庭　9月中旬から 12 月上旬までの 3ヶ月
間のうち 1ヶ月間、2人 1組を受け入れ可能な家
庭（6家庭を募集）
申込　希望する家庭は 9月 3日㊊までにご連絡願
　　　います。
その他　①受け入れ家庭には期間中の食費などを
　　　　　お支払いします。
　　　　②受入決定後、説明会を開催します。

ニュージーランドの高校生の
ホームスティ家庭を募集

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619

　二風谷ダム管理所では、にぶたに湖に流れ込ん
できた流木の無料配布を行います。希望される
方は8月27日～9月11日の間に申込みください。
　詳しくは室蘭開発建設部 HP (http://www.
hkd.mlit.go.jp/mr/) か二風谷ダム管理所まで。
※平日 9:00 ～ 16:30（㊏㊐㊗除く）
流木配布場所　平取町二風谷

二風谷ダムの流木をご利用ください

問　二風谷ダム管理所管理係
　　☎ 2-4262　Fax2-4272

　町では、受動喫煙防止対策を推進するため、役
場・中央公民館など行政機関の喫煙可能場所の
一部を次のとおり廃止します。
禁煙となる場所　
①役場　職員通用口の東側付近（出入り口側）
②中央公民館　正面玄関付近
③町民体育館　正面玄関付近
④貫気別支所　正面玄関付近
⑤振内青少年会館　正面玄関付近
禁煙となる日　9月 1日㊏から
問　総務課総務係総務課総務係　☎ 2-2221

役場・中央公民館などの喫煙可能場所
一部廃止

　図書館では、小説『君の膵臓をたべたい』な
どで知られる住野よる氏の著作を展示します。
期間　9月 1日㊏～ 11 月 30 日㊎　※予定
場所　町立図書館
その他　•展示中の本はすべて貸出可能です
　　　　　（貸出中の場合はご予約できます）

「住野よる」著作展示のお知らせ

問　図書館　☎ 4-6666

　トマトの里構想について、素案の説明と町民の
みなさんの意見を伺う会を開催します。
　多数のみなさんのご参加をお待ちしています。
　また、何人かお集まりいただければ、出向いて
説明やご意見を伺いますので「出前講座」を希望
される方はご連絡願います。
　トマトの里構想の資料につきましては、役場産
業課、両支所窓口とびらとり農協本所および振内・
貫気別支所の窓口で配布しています。
①びらとろん 2018
　　「トマトの里構想」（90 分予定）
　9月 3日㊊　19:00 ～　振内町民センター
　9月 4日㊋　19:00 ～　貫気別生活館
　9月 5日㊌　19:00 ～　中央公民館

②出前講座
　出来るだけ 5 人以上の
団体で応募願います。時
間は相談に応じます。各
団体の会議冒頭または終
了後でもかまいません。

びらとろん 2018「トマトの里構想」
説明会開催

問　産業課営農指導係　☎ 2-2383
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平取町役場  　   ☎ 2-2221
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建設水道課　　☎ 2-2226
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観光商工課        ☎ 3-7703
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  ☎ 4-6111

　                       
保健福祉課
  保健推進係・福祉係

☎ 4-6112
  介護支援係・介護保険係

　      ☎ 4-6114
町民課　        ☎ 4-6113         
   児童館　        ☎ 2-3026  
子ども発達支援センター

　☎ 2-3400                       
  地域包括支援センター
　「ほほえみ」     ☎ 2-3700
図書館　            ☎ 4-6666       

平取町教育委員会
中央公民館　  ☎ 2-2619    
町民体育館     ☎ 2-2749  
  二風谷アイヌ文化博物館
　               ☎ 2-2892

 沙流川歴史館  ☎ 2-4085

役場振内支所     ☎ 3-3211

役場貫気別支所 ☎ 5-5204

平取町国民健康保険病院
　                   ☎ 2-2201     

平取町社会福祉協議会
☎ 4-2267

平取町外 2町衛生施設組合
☎ 2-2024                

平取消防署        ☎ 2-2361
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振内診療所 9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

 05 日 藤井医師 07 日 藤井医師
 12 日 藤井医師 14 日 藤井医師
19 日 藤井医師 21 日 藤井医師
26 日 藤井医師 28 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 9月の
循環器内科・皮膚科診療日

担当医師 診療日 診療時間

榎本医師  12 日・19 日・
26 日・30 日

毎週水曜日
9:30 ～ 11:30

※医師が変更になる
場合があります渡辺医師 5 日

渡辺医師 10 日 第 2月曜日
13:30 ～ 15:00

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 11 日・25 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

　年に一度のウォーキングイベントを開催します。
　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‼今年は仁世宇エコランドを
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。バスも出る
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！
※雨天時は中止となります。
期日　9月 24 日㊊㊗　10：00 ～ 13：30 頃
場所　岩知志ふれあい館
内容　仁世宇エコランド周辺のウォーキング
　　　　長距離コース：約 5.0km
　　　　短距離コース：約 2.3km
用意　運動しやすい気候に適した服装・靴、帽子
や飲み物、タオル、お薬手帳など
申込　9月 12 日㊌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。

“はつらつウォーキング”in 仁世宇
開催のお知らせ

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

　平取町地域活性化協議会では、人材育成を目指
したセミナーを開催しています。
　今回は平取町にある観光資源の活用方法や情報
を対内、外的に PRしていく手法を学ぶためのセ
ミナーを次の日程にて開催しますので是非お気軽
にご参加ください。
期日　8月 27 日㊊～ 8月 29 日㊌
　　　9月 16 日㊍～ 9月 17 日㊎　5日間
　　　　15：30 ～ 17：30 　※ 9/7 は 13：30 ～
内容　講座、ワークショップ
対象　求職者、転職希望者、創業希望者
場所　ふれあいセンターびらとり 小会議室
申込　事前に申込みください。

地域資源 PR講座参加者募集

問　地域活性化協議会　☎ 2-3091

火災・救急出場件数（7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 6
林 野 0 0 急 病 15 85
車 両 0 2 一般負傷 7 26
そ の 他 0 2 そ の 他 2 9

転院搬送 3 43
合 計 0 5 合 計 28 169

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

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

一般層候補生(男子) 18 歳以上
27 歳未満の方

9月 7日
一般層候補生(女子) 9 月 7 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。

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 12 日

自衛官候補生(女子) 9 月 12 日

　生ゴミや残飯などによるカラスへの餌付け（エ
サやり）について、数件の苦情が寄せられていま
す。カラスへの餌付けは、付近住民へ悪影響を及
ぼしますので、心当たりのある方は、すぐにやめ
てください。
カラスへの餌付けは、次のようなことを引き起こ
します。
①人間に馴れてしまい、人間へ異常接近するよう
　になります。馴れ過ぎたカラスが子どもに異常
　接近し怪我の原因などとなることがあります。
②馴れ過ぎたカラスは、人間は怖くないものと思
　い近寄っても逃げなくなり、ゴミをあさるなど
　の迷惑行為がエスカレートします。
③餌付けをする人の付近住宅に頻繁に来るように
　なり、鳴き声による騒音問題や糞などによる衛
　生面悪化など悪い影響が出ます。
※カラスだけでなく、他の野生動物への安易な餌
付けも、付近住民に大変な迷惑をかけてしまいま
すので、絶対にやめてください。

カラスへの餌付け（エサやり）は
やめてください

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113　　

期日　10 月 7日㊐　開会式 8：30 ～
　　　　 ※小雨決行（雨天中止）
場所　二風谷ファミリーランド運動公園
参加資格    本町地区在住の方
※帰省中の高校生、大学生なども可
※ソフトボール大会のみ全町より参加を認める。
チーム構成　自治会単位を原則とします
※所属自治会の合意があれば他自治会との混成も可
参加料　1人につき 500 円
※小学生ストラックアウトは無料
競技種目

■ソフトボール（中学生以上）
•1チーム 20 人以内（監督 1人含む）
•女性（55 歳以上の男性も可）を常時出場させる
■パークゴルフ（中学生以上）
•1チーム 4人以上
•上位 4人の合計ストローク数で競う団体戦
■ゲートボール（中学生以上）
•1チーム 5～ 7人
■ストラックアウト（小学生のみ）
・小学生の個人競技
※ストラックアウトについては、小学校経由で
児童に申込書を配布しますが、無い場合は、町
民体育館の窓口にも用意してあります。
申込先　各自治会・町内会で取りまとめのうえ、
9月 21 日㊎までに町民体育館へ

第 26 回本町地区スポーツ祭

問　生涯学習課社会体育係　☎ 2-2749

国保病院 9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 坂本 村上

斉ノ内副院長
不在

11 日㊋ 村上 休診 谷
12 日㊌ 村上 休診 谷
13 日㊍ 谷 渡辺 村上
14 日㊎ 村上 坂本 谷

18 日㊋ ヘールナ
ンデス 斉ノ内 谷

村上医長不在
19 日㊌ 長川 斉ノ内 谷
20 日㊍ 谷 斉ノ内 谷
21 日㊎ 谷 斉ノ内 坂本

25 日㊋ ヘールナ
ンデス 斉ノ内 谷

坂本医師、渡辺医師、へールナンデス医師、
長川医師は出張医となります。

　町民を対象として開設する町民大学において、
受講者を募集しますのでお申込みください。
期日　9月 9日㊐　15:00 ～ 16:30
場所　中央公民館大会議室
内容　「生ききる患者さんを支える緩和ケア」
講師　国立病院機構北海道がんセンター
　　　緩和ケア内科　松山 哲晃 氏

平取町民大学受講者募集

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619　
　北海道心身障害者総合相談所による巡回相談が
次のとおり行われます。
　事前に申込みが必要となりますので、ご希望
の方は期日までに保健福祉課福祉係までご連絡
ください。
期日　10 月 22 日㊊　13:00 ～ 17:00
　　　　　  25 日㊍　  9:00 ～ 12:00
場所　新ひだか町公民館(コミュニティーセンター）
　　　新ひだか町静内古川町 1丁目 1-2
対象者

① 18 歳以上の身体障がい者で電動車いすなどの
　直接判定を要する補装具の交付を希望する者
② 18 歳以上の知的障がい者で療育手帳の新規ま
　たは再判定を希望する者
③その他、専門的判定を必要とする者など
申込　9月 10 日㊊まで

心身障がい者に係る一般巡回相談の
ご案内  

問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112



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、平取高等学校ご協力のもと、
町民向けに漢字検定を実施します。受検を希望
される方は申込みください。
《漢字検定》
期日　10 月 27 日㊏　9:15 ～
場所　平取高等学校
受検可能級　2級～ 10 級
申込　9月 12 日㊌まで
　　　中央公民館にて受付
※申込みの際には受検料をお持ち願います。
　（受検料については受検級によって異なります
　1,500 円～ 3,500 円程度）
※当日受検会場までは各自で来場願います。

漢字検定実施のお知らせ  

問　生涯学習課学校教育係　☎ 2-2619

　イオル再生事業の一環で進めている雑穀栽培
事業で、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 22 日㊏
       　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・臼と杵の搗き物体験・試
　　　　食会（そば打ち・シト（団子）づくり）
参加料　無料
その他　
•小学生低学年以下は原則保護者同伴とします。
•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。
•町有バス運行予定です。利用される方はご連絡
　ください。
申込　9月 14 日㊎まで

イチャ・イユタ（穂ちぎり・搗き物）
体験   

問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係　
　　☎ 2-2341

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 9月 9日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

※第 2期の町税の納期限は 8月 31 日となってい
ますので、お忘れなく。

　図書館では、「第 32 回ふれあい広場」において、
次のとおり上映会を行います。ご家族そろって
お楽しみください。
作品　「トムとジェリー　テイルズ　VOL.1」　
　　　（91 分）
期日　8月 25 日㊏　10:30 ～ 13:30
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール
その他　
・入場無料・事前申込不要
・上映中の出入りは自由です
・1回目の上映が終了次第、ただちに 2回目を上
　映します

　会場内の「ふれあい図書コーナー」には福祉
関連の絵本や布の絵本などを展示します。
　利用登録（「利用者カード」作成・送付）や展
示図書の貸出しもできますので、どうぞお立ち
寄りください。

「ふれあい映画会」のお知らせ

問　図書館　☎ 4-6666

　沙流川の二風谷ダムより下流域をバスで巡り、
平取町の農業である産業の歴史などを「びらと
りガイド」による案内で辿りながら文化的景観
にふれてみませんか？
　また、来年は義經公のご神像が義経神社に寄
進されて 220 年の節目を迎えることから、普段
は非公開のご神像を見学します。
期日　9月 2日㊐　9:15 ～ 12:30
乗車場所　二風谷観光駐車場 
　　　　　ふれあいセンターびらとり
参加料　無料
※記念ご朱印（300 円）をご希望の方は、申込時
にお申し出ください。
申込　8 月 30 日㊍までに氏名・住所・連絡先・
乗車地などをご連絡ください。

「文化的景観町民バスツアー」
参加者募集   

問　㈱ノーザンクロス平取事務所
　　☎ 2-3501



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

　年齢などは問いません。無資格者も歓迎します。
利用者と共に働いていただけるスタッフを募集
します。
　勤務の条件でわからないことがりましたらお
気軽にご連絡ください。お待ちしております。
職種　
•看護師　障がい者の医務的支援
•支援員　障がい者の支援
•調理員　厨房に入り障がい者の食事作り
•世話人　地域で暮らす障がい者の食事作りな　
　　　　　どの支援
　　　　　（臨時職員、嘱託職員、正職員）
人数　若干名
資格　普通自動車運転免許所有で通勤可能な方
   　　 年齢　高校卒業～
場所　障がい者支援施すずらん（振内町 97-1）　
内容　知的障がい者の支援
勤務月日　合格後、本人と面談のうえ決定する
条件、給与　
平取福祉会および施設で定めた規定による
応募期限　9月 10 日㊊まで
　　　　　写真付履歴書（持参または郵送で提出）
採用方法　1次：書類審査　
　　　　　2次：面接試験（後日連絡）
問　障がい者支援施すずらん　☎ 3-3676
　　〒 055-0411　振内町 97-1

社会福祉法人平取福祉会 職員募集 

台風のシーズンです　土砂災害や水
害、風害から身を守りましょう

　8 月から 9月にかけては、日本では一年中で最
も台風の接近・上陸が多くなる季節です。
　台風は、日本のはるか南の海上で発生するこ
とが多く、発達しながら北上し、主に太平洋高
気圧の縁辺を進み、北海道に上陸あるいは再上
陸することもあります。
　北海道付近に上陸・接近する頃には、海水温
が低い場所を通るため水蒸気の供給が少なくな
り、勢力を弱めますが、逆に 9 月頃になると、
北からの寒気を取り込み、低気圧として再発達
し、風による被害が増す場合もあります。
　低気圧に変わったとしても、雨も含め油断は
禁物です。
　また、台風が西日本付近にあったとしても、
暖かく湿った空気をポンプのように北海道付近
まで送り込み、早い段階から大雨になる場合も
あります。
　気象庁では、3時間毎に「台風情報」を発表し
ているほか、気象台では「土砂災害」や「浸水害」
のおそれがある場合に「大雨警報・注意報」を、
洪水による災害のおそれがある場合に「洪水警
報・注意報」を発表しています。また、大雨警
報が発表されている中で、土砂災害が発生する
危険性がより高まったときには、「土砂災害警戒
情報」を発表します。この場合はより一層の警
戒が必要です。
　テレビやラジオなどで「台風情報」などを知っ
たときには、気象台ホームページなどで内容を
確認し、市町が発表する避難情報などにも留意
しましょう。
問　室蘭地方気象台　☎ 0143-22-4249

こころの健康セミナー

　日高地方精神保健協会では、地域住民の精神的
健康の保持および向上や精神保健に関する知識
の普及のため「こころの健康セミナー」を開催
します。
期日　9月 8日㊏　13:30 ～ 7:30
場所　新ひだか町公民館
　　　（コミュニティセンター） 2 階 大集会室      
　　　新ひだか町静内古川町 1丁目 1-2
内容　
第 1部　13:30 ～ 15:05　　　　
　映画上映　『ケアニン～あなたでよかった～』
第 2部　15:30 ～ 17:30
　講演　　　『ケアニン』に学ぶ介護の世界
講師　㈱あおいけあ　代表　加藤 忠相 氏
定員　200 人
申込　不要、参加料無料
問　浦河保健所　☎ 0146-22-3071

　教育委員会では、伝筆の体験講座を開催し
ますのでお気軽にご参加ください。
期日　9月 14 日㊎　13:30 ～ 15:00
　　　9月 15 日㊏　13:00 ～ 14:30
場所　ふれあいセンター多目的集会室
講師　一般社団法人伝筆協会代表理事
　　　　　侑季 蒼葉 氏
内容　伝筆（つてふで）の「つて」はご縁と
いう意味です。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。
参加費　無料
定員　各日 20 人
申込　9月 11 日㊋　※定員になり次第終了

成人文化講座「伝筆（つてふで）講座」

問　生涯学習課社会教育係　☎ 2-2619
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