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行事予定     11 月 1日～ 15 日

  3 日 ㈯ 10:00 町功労者等表彰式町功労者等表彰式／中央公民館

4日 ㈰ 11:00 去場自治会敬老会／去場生活館

11 日 ㈰ 11:00

－－

二風谷自治会敬老会
／二風谷生活館
冬の輸送繁忙期の交通安全運動
（20 日まで）（20 日まで）

14 日 ㈬ 11:00 ❖❖第 7回農業委員会総会
／役場 議事堂

15 日
15 日

㈭
㈪
  8:15
10:00

町民交通安全の日／全町／全町
平取町女性の集い平取町女性の集い／中央公民館

＊❖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。の直接会場   の直接会場   

　　地区文化協会では、次のとおり文化祭を開
催しますので、みなさんのご来場をお待ちして
います。
　本町と振内の作品の交換展示もあります。
本町地区（中央公民館）
　•作品展
　　11 月 2日㊎　10：00 ～ 20：00
　 　　 　3 日㊏　10：00 ～ 16：00
　•お茶席（無料）
　　11 月 3日㊏　10：00 ～ 15：30
　•そばの販売（体育館・研修室）
　　11 月 3日㊏　11：00 ～ 14：00
　•芸能発表
　　11 月 4日㊐　 15：00 ～ 20：00
　　　　　第一部  15：00 ～
　　　　　第二部  16：00 ～
　　　　　第三部  17：00 ～
振内地区
　•作品展　（青少年会館）　
 　  11 月 2 日㊎　13：00 ～ 21：00
　　　　 3 日㊏　09：00 ～ 21：00
　　　　 4 日㊐　09：00 ～ 13：00
　•芸能発表（町民センター）
 　 11 月 2 日㊎　18：00 ～ 21：00 頃
貫気別地区（貫気別生活館）
　•作品展
　　11 月 2日㊎　09：00 ～ 19：00
　 　　　 3 日㊏　09：00 ～ 15：00
　•美味いもの市（そば・うどん等の販売）
　　11 月 3日㊏　11：00 ～ 13：00
　•貫気別物産展
　　11 月 3日㊏　10：00 ～ 11：00
　　　　※売切れ次第、終了します。
　•喫茶コーナー
　　11 月 2日㊎　09：00 ～ 19：00
　 　　 　3 日㊏　10：00 ～ 14：00

各地区文化祭 開催

　エコランドの今季営業は 11 月 4日㊐まで営業
します。多くの方にご利用いただき、ありがとう
ございました。
　来年もどうぞよろしくお願いします。
　　　　　　　　　ニセウエコランド振興組合　　　　　　　　　ニセウエコランド振興組合

ニセウ・エコランドからのお知らせ

　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　06 日㊋ 13:30 ～ 15:00
　　　27 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    5 日㊊    7 日㊌  12 日㊊  14 日㊌   
　　  19 日㊊  21 日㊌  26 日㊊  28 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    27 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 11 月開催

 　次のとおり、ヘリコプターによる薬剤散布を行
いますので、お知らせします。
散布日　
10 月 29 日㊊～ 11 月 18 日㊐のうち 2～ 3日間
散布区域　町内全域
薬剤種類　ホクサンりん化亜鉛 10( リン化亜鉛
1％粒剤 )
実施機関　平取町・沙流川森林組合・三井物産フォ
レスト (株 )
※散布日については、天候や機体の整備点検など
により前後する場合があります。

野ねずみ防除薬剤散布のお知らせ

問　産業課林務係　☎ 2-2223

　相続登記が放置されることにより、所有者の
把握が困難。また、相続登記の未了で適切な管
理がされない空家の増加などがあります。この
ような状況を改善するため、相続登記の必要性
や重要性についてセミナーを開催します。
期日　11 月 13 日㊋　13:30 ～ 15:30
　　　　相続　13:30 ～（50 分程度）
　　　　遺言　14:30 ～（50 分程度）
場所　札幌法務局日高支局 会議室
　　　（新ひだか町こうせい町 2丁目 4-1）
申込　要予約（相続または遺言のみの参加可能）

司法書士による「相続」および「遺言」
のセミナー

問　札幌法務局日高支局 　☎ 0146-42-0415

北海道胆振東部地震による
振内共同墓地自主移転者に対する助成

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

　北海道胆振東部地震により振内共同墓地敷地内

が地割れしたため、墓地を自主移転する振内共
同墓地の使用者に対し、移転費用の一部を助成
いたしますので、希望される方は次によりお申
込みください。
対象者
北海道胆振東部地震による振内共同墓地敷地内
の地割れにより、平取町墓地条例に定める墓地
に自主移転を希望する振内共同墓地使用者
申請書類
• 申請書（ふれあいセンター・役場振内支所、役
　場貫気別支所に設置）
•添付書類（設置場所の位置図、平面図・立面図、
　工事見積書および工事領収書、工事完成写真）
補助額
工事費用の 1/2 以内（5万円を限度）
受付期間
平成 31 年 3月 31 日まで
※新しい墓地に移転した際に納める使用料は無
償です。

北海道胆振東部地震による
浄化槽設置者に対する助成

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

　北海道胆振東部地震による地盤沈下、槽の浮上
により浄化槽等を破損された設置者に対し、修
繕費用の一部を助成いたしますので、希望され
る方は次によりお申込みください。
対象者
北海道胆振東部地震により浄化槽等を破損され
た設置者
申請書類
• 申請書（ふれあいセンター・役場振内支所、役
　場貫気別支所に設置）
•添付書類（設置場所の位置図、工事見積書およ
　び工事領収書、工事完成写真）
補助額　工事費用の 1/2 以内（10 万円を限度）
受付期間　平成 31 年 3月 31 日まで
※浄化槽の交換が必要な場合は、従来の平取町
浄化槽設置整備事業（借家、アパートなどは対
象外）の申請が可能ですのでお問い合わせくだ
さい。

　次の日程により移動献血車「ひまわり号」が
来町します。副作用発生の可能性の低い 400ml
献血が必要となっておりますので、みなさまの
ご協力をお願いします。
期日　11 月 7日㊌
場所　
　平取町役場　 9:30 ～ 11:30
　ふれあいセンターびらとり　13:00 ～ 15:00
　平取養護学校　15:45 ～ 16:30

献血にご協力をお願いします 

問　社会福祉協議会　☎ 4-2267

北海道日本ハムファイターズ
平取町応援大使トークショー開催

問　まちづくり課地域戦略係　☎ 2-2222

　
　北海道日本ハムファイターズ
平取町応援大使の中田翔選手と
井口和朋選手のトークショーを
次のとおり開催します。
　ぜひ、お越しください。

期日　11 月 21 日㊌　開演 16:00（開場 15:30） 　
場所　中央公民館 大ホール
入場　無料（入場整理券を配布します）
受付　11 月 1日㊍～ 14 日㊌（㊏㊐㊗を除く）
　　　8：30 ～ 17：00　
　　　先着 300 人（1人 2枚まで）
　　　※当日券先着 50 人
受付場所　まちづくり課地域戦略係
受付電話番号　☎ 01457-2-2222
入場整理券　
受付完了後、各配布場所でお渡しします
配布場所　役場・ふれあいセンターびらとり・
役場振内支所・役場貫気別支所
※郵送希望者は返信用封筒をご用意ください
その他　当日は選手の記念グッズが当たる抽選会
も行います。



ホームページQRコード

　
　役場関係
　電話番号

平取町役場  　   ☎ 2-2221
総務課（代表）   ☎ 2-2221
まちづくり課     ☎ 2-2222
産業課　　　　☎ 2-2223
税務課　　　　☎ 2-2224
出納室　　　　☎ 2-2225
建設水道課　　☎ 2-2226
議会事務局　　☎ 2-2227
アイヌ施策推進課
　               　☎ 2-2341       

農業委員会・土地改良区
                   ☎ 2-2695   

観光商工課        ☎ 3-7703

ふれあいセンターびらとり      
  ☎ 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

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

振内診療所 11 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

02 日 藤井医師
  7 日 藤井医師   9 日 藤井医師
14 日 藤井医師 16 日 藤井医師
21 日 藤井医師 23 日 休診

28 日 藤井医師 30 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 11 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 21 日 毎週水曜日
9:30 ～ 11:30

※医師が変更になる
場合があります榎本医師 7 日、14 日、

28 日

小林医師 2 日、26 日 第 2・4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 13 日・27 日 第 2・4火曜日
10:30 頃～ 15:00

　次のとおりインフルエンザ予防接種を実施します。
　また、一部の方には費用助成があります。
平取町の医療機関
◆平取町国保病院（☎ 2-2201）※予約は不要です。
実施期間　11 月 14 日からの㊊～㊎ 
※ 11/16・20・22・26・27 は接種を休ませていた
だきます。
受付時間 15：30 ～ 16：00　接種開始 15：45 ～
（インフルエンザ予防接種のみの方）
定期通院の方は主治医に相談してください。
◆振内診療所（☎ 3-3004 ㊌㊎）※予約が必要です。
予約受付　10 月 29 日から開始
（振内診療所または国保病院にお電話ください。）
実施期間　11 月 7日からの㊋㊌㊎
9：30 ～ 11：30 ／ 13：30 ～ 14：30
※㊋は 14：00 ～ 15：00 のみ
料金　3,000 円
費用助成対象者・助成内容
●半額助成
① 65 歳以上の方
② 60 歳～ 64 歳の内部障害等において、障害等級
1級またはそれに準じる方
※接種の際には身体障害者手帳の写しが必要です。
●全額助成
③未就学児童
④生活保護世帯の方
日高町の医療機関
◆日高町立門別国民健康保険病院
　（☎ 01456-2-5311）
◆日高町立富川国民健康保険診療所
　（☎ 01456-2-0340）
　※ 11 月 5日からの接種開始
　※詳細は医療機関にお問い合わせください。
町外医療機関に入院中、施設入所中の方へ
　町外の医療機関に入院中、もしくは施設入所に
より上記医療機関で接種ができない対象者の方は、
場合により、対象医療機関以外での接種でも助成
対象となります。必ず接種前にご相談ください。
助成期間
原則、12 月末日までに接種した方
※未就学児童への助成対象期間は、1回目の接種
を 12 月末日までとして、2回目のみ 2月末までと
します。より効果的な予防接種のため、ご理解願
います。
※接種状況により、助成期間内でもワクチンの在
庫が無くなってしまう可能性がありますので、予
めご了承ください。

インフルエンザ予防接種の実施・
費用助成

問　保健福祉課保健推進係　☎ 4-6112

勤務先に諸控除の申請を

　給与所得者の所得税及び復興所得税は、通常、
事業所が行う年末調整で精算されます。
　本年中に扶養親族などに異動があった方や保
険料（生命、地震など）を支払った方は、諸控
除の申告書を勤務先に提出してください。
年末調整事務担当者説明会

　苫小牧税務署主催による平成 30 年分の年末調
整の仕方や各種書類の記入方法の説明会を次の
とおり行います。
　また、本説明会前に消費税軽減税率制度等説
明会を併せて行いますのでご参加ください。
期日　11 月 20 日㊋ 　14:00 ～
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール

給与所得者の年末調整

問　苫小牧税務署　☎ 0144-32-3165
　　税務課課税係　☎ 2-2224

　免税事業者を含むすべての事業者の方を対象
に、平成 31 年 10 月に実施される消費税軽減税
率制度等に関する説明会を行います。
期日　11 月 20 日㊋　13:30 ～ 14:00
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚ホール

消費税軽減税率制度等 説明会

問　苫小牧税務署　☎ 0144-32-3165
　　税務課課税係　☎ 2-2224

　本年度平取町では、「トマト」によるまちづく
り『トマトの里構想』を検討しています。
　その『素案』をもとに町民や生産者をはじめ
関係者によるワークショップを、次のとおり開
催し『素案』を豊富化したいと考えています。
　まちづくりや「トマト」を活用した取り組み
などに興味のある方の参加をお願いします。詳
細および参加申込みは産業課営農指導係までお
願いします。
期日　11 月 15 日㊍　18:00 から
場所　ふれあいセンターびらとり 多目的集会室
内容　みんなで考える「トマトの里構想」
①『トマトの里構想（素案）』説明
②全国の取組紹介　ｺﾐｭﾆﾃｨﾃﾞｻﾞｲﾅｰ　山崎 亮 氏
③ワークショップ　ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ　山崎 亮 氏
申込　11 月 8日㊍まで　

みんなで考える「トマトの里構想」　
ワークショップ参加者募集！！

問　産業課営農指導係　☎ 2-2383

　『つくってあそぼ』の“わくわくさん”こと
『くぼたまさとさん』による楽しい工作ショーを
開催します。（参加無料）
期日　11 月 24 日㊏　10:00 ～ 10:50
内容   くぼたまさとさんの工作ショー
場所   中央公民館 大ホール
対象   町内の幼児とその保護者　
          ※小学生のみの参加もOK。
定員　先着 100 人
申込　電話にて受付　
申込期間　11 月 5日㊊～ 19 日㊊
　　　　　　8:30 ～ 17:15　※㊏㊐㊗を除く

子育て講座　わくわくさんでおなじ
みの「くぼたまさとさん工作ショー」

問　生涯学習課社会教育係 　☎ 2-2619

　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ありましたら
お気軽にご連絡ください。お待ちしております。
職種　
•調理員　厨房に入り障がい者の食事作り
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　11 月 9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 

　正しい道具の使い方を身に付けてもらいなが
ら、「手づくり」の楽しさを知ってもらうことを
目的に、次の内容で子育て講座を開催します。
　自由な発想で楽しく工作をしましょう。
（参加無料）
期日　11 月 17 日㊏　13:00 ～ 15:00
場所   中央公民館 大会議室
内容   木材を使った自由工作
対象   町内の小学生
定員　先着 20 人
申込　10 月 29 日㊊～ 11 月 9日㊎まで

子育て講座　DIY 子ども工作教室
「木材を使った自由工作～好きなものを作ろう」

問　生涯学習課社会教育係 　☎ 2-2619

　町では、次により嘱託職員を募集します。
募集人数　1人
勤務場所　役場アイヌ施策推進課
勤務内容　一般事務職（イオル整備推進業務）
勤務時間　8:30 ～ 17:15（㊏㊐㊗休み）
採用期間　12 月中旬～平成 31 年 3月 31 日
賃金　日額 6,600 円
応募要件　
①町内に居住しているか居住できる方
②普通自動車運転免許を有する方
③パソコン（表計算、文書作成）を扱える方
採用方法　1次 : 書類審査
　　　　　2次 : 面接審査（12 月上旬予定）
応募方法 11 月 19 日㊊（必着）までに、履歴書（写
真貼付）、普通自動車運転免許証の写しを持参ま
たは郵送で提出
申込　総務課総務係（〒 055-0192 本町 28 番地）
問　アイヌ施策推進課イオル整備推進係
　　☎ 2-2341

平取町職員（臨時職員）募集



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

　新そばを食べ、日本酒を味わいながら、音楽を
楽しんでもらうため、次の内容でコンサートを
開催します。お気軽にお越しください。
期日　11 月 10 日㊏
　　　　コンサート　18:00 ～ 19:30（休憩あり）
　　　　日本酒と新そば食味　17:00 ～ 19:00
場所　中央公民館 大会議室
出演　「ｆｅｅｌ」
　町内外から集まったメンバーのバンド！
家入レオのカバー曲や、その他の人気曲が盛り
だくさん！
入場　 チケット販売中　1,000 円
（音楽観賞・そば 1杯・ワンドリンク付）
※日本酒ほかビールなどのアルコールもあります。
その他　経費を除く収益金は社会福祉協議会に
寄付します。
主催　 びらとり蕎

きょうらく

楽同好会

チャリティーコンサート＆新そばまつり 

問　鈴木　茂　☎ 090-7645-7250
　　菅谷明美　☎ 090-9757-4997
　　阿部正子　☎ 090-8907-5940

　次の町有墓地について、町水道の元栓を本年度
は10月末に閉栓しますのでお知らせいたします。
対象墓地　•荷菜共同墓地
　　　　　•ペナコリ共同墓地
　　　　　•貫気別第 1共同墓地
　　　　　•振内共同墓地

町有墓地の水道について 

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113

　事業主のみなさん。労働保険の加入はお済み
ですか。労働保険に加入して、従業員の方々が
安心して働ける職場にしましょう。
　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労
働者の生活の安定、福祉の推進などを図ることを目
的に、国が直接管理運営している保険です。農林水
産業の一部を除き、労働者を一人でも雇用する事業
については、法人・個人を問わず加入ができます。

11 月は労働保険適用促進強化期間 

問　北海道労働局　☎ 011-709-2311

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 11 月 11 日㊐
時　間 17:15 ～ 20:00 9:00 ～ 17:00
場　所 役場税務課窓口

※第 4期の町税の納期限は 10 月 31 日となって
いますので、お忘れなく。

　北海道胆振東部地震による館内の破損箇所の補
修工事を行うため、図書館は次の期間を臨時休
館とさせていただきます。
　みなさまにはご不便をおかけいたしますが、
よろしくお願いします。
臨時休館期間　11 月 5日㊊～ 9日㊎
　ご返却の本などは、ふれあいセンター正面玄
関横のポストにお入れください。
（11 月 10 日㊏ 9:30 より通常開館します。）

図書館 臨時休館のお知らせ 

問　図書館　☎ 4-6666

　消防に対する正しい理解と認識を深め、防火防
災意識の高揚、地域ぐるみの防災体制の確立を
目的に、昭和 62 年から 11 月 9日は「119 番の日」
として設定されました。
　「119 番の日」はみなさんと消防との結びつき
を象徴するダイヤルナンバーにちなんだもので
すが、正しい 119 番通報とはどのようなものか
ご存じですか。
　災害に直面したとき、人はどうしても慌てて
しまうものです。しかし、119 番をかけるときに
慌ててしまうと、正確な情報が伝わらないため、
結局は緊急車両の到着が遅れてしまうことにな
り、助かる命が助からなくなる場合があります。
　119 番をかける前には、一度深呼吸をしてみて
ください。そして電話がつながれば、通信員の
問いかけに正確に答えてください。
　正しい 119 番通報が、迅速、的確な消防活動
につながるのです。いざというときに備え、普
段から落ち着いて正確な通報ができるよう心が
けてください。

11 月 9 日は「119 番の日」

問　平取消防署 警防・通信指令係　☎ 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。

　川や森の豊かな自然と密接に関わり育んできた
アイヌの伝統文化と、多様な文化の関係を振り
返りつつ、地域の未来を共に考え、今後のまち
づくりに活かすことを目的として、「かわまちづ
くりシンポジウム」を次のとおり開催します。
　町外からも含め、多数のご参加をお待ちして
います。
期日　11 月 09 日㊎　18:00 ～ 20:50
　　　11 月 10 日㊏　09:00 ～ 12:00
場所　沙流川歴史館 （レクチャーホールほか）
内容
≪ 1日目≫
基調講演
　講師　山脇 正俊 氏（スイス近自然研究所代表）
　演題　「川と森と人」
パネルディスカッション
　・山脇 正俊 氏（スイス近自然研究所代表）
　・岡村 俊邦 氏（北海道科学技術大学 名誉教授）
　・木村 英彦 氏（平取アイヌ協会長）
　・荻原 　裕 氏（日高北部森林管理署長）
　・米津 仁司 氏（北海道開発局 室蘭開発建設部長）
パネル展
≪ 2日目≫
バスで沙流川沿いの伝承地めぐり
※ 2日目の参加のみお電話で申込みください。
　（1日目の参加は申込不要）
※参加無料。
※詳細は折込のチラシをご覧ください。

「かわまちづくりシンポジウム」開催

問　アイヌ施策推進課　☎ 2-2341

　道内における平成 30 年 8 月末現在の特殊詐欺
の認知件数は 102 件（前年同期比 76 件減少）、被
害額については約 2億 3,600 万円（前年同期比約
1億 3,800 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、警察官などの公務員
を装って電話し、トラブル解決や借金の返済な
ど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 5割を占めています。
　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。
特殊詐欺とは、被害者と対面せず、他人名義の
預貯金口座や携帯電話等を利用し、お金などを
だまし取る詐欺の総称をいい、振り込め詐欺も
含まれています。
振り込め詐欺以外の特殊詐欺の例
• 金融商品などの取引を名目とした詐欺
未公開株、社債等に関する資料を送りつけ、購
入すれば利益が得られるなどと言って、現金を
だまし取る詐欺
•ギャンブル必勝法などの情報提供を名目とした
詐欺電子メールなどで、宝くじ、競馬、パチン
コなどの必勝情報を提供するなどと偽り、現金
をだまし取る詐欺
•異性交際あっせんを名目とした詐欺
メールなどで異性交際をあっせんし、虚偽の情
報を提供するなどした後、会員登録料などの名
目で現金をだまし取る詐欺
落ち着こう、振り込む前に相談を
　「電話番号が変わった」「先に保証金を支払え」
「必ずもうかる」は詐欺。振り込め詐欺は、被害
者の弱みや親子の情愛などにつけ込んで被害者
をだまし、お金を振り込ませる悪質な犯罪です。
被害防止のポイント
•「電話番号が変わった」という電話は詐欺です。
必ず変更前の電話番号に電話を掛けてみましょう。
•万が一被害に遭った場合にも被害額を最小限に
するために、一日当たりのATM利用限度額を引
き下げるようにしましょう。
•「留守番電話作戦！」在宅している時も犯人か
らの電話を遮断するためにも留守番電話に設定
しましょう。
•オレオレ詐欺は、高齢者などの子どもや孫への
親愛、情愛の情を逆手に取る犯罪です。
　家族間で相互に連絡を取り合い「家族の絆」
で被害を防止しましょう。

振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の防止 

問　北海道環境生活部　☎ 011-231-4111　

　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 ( 平成 30 年 6 月完成 )。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。（観覧無料）
上映期日　1回目　11 月 04 日㊐　
　　　　　2回目　11 月 18 日㊐
　　　　　3回目　11 月 23 日㊎㊗　
　　　　　4回目　11 月 25 日㊐
　　　　　　各開催日ともに 13:00 ～ 14:30
場所 　二風谷アイヌ文化博物館 視聴覚室
申込　不要
定員　各回 50 人 ( 先着順 )

アイヌ文化伝承記録映画
「 Ainu ¦ ひと」上映会

問　二風谷アイヌ文化博物館　☎ 2-2892


	2018年10月26日 まちだより
	2018年10月26日A4 まちだより

