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行事予定     12 月 16 日～ 31 日
19 日 ㈬ 16:00 ❖❖第 8回農委員会総会

／役場 議事堂
21 日 ㈮ －－

13:30
終業式／平中
国民健康保険運営協議会
／ふれあいセンターびらとり

25 日 ㈫  －－ 終業式
／紫小・平小・二小・貫小・振小

26 日 ㈬ －－ 終業式／振中

28 日 ㈮ 16:30 仕事納め／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   
にお越しください。にお越しください。

 　所得税（住民税）の確定申告における社会保険
料控除について、次のことに留意し申告してくだ
さい。
① 　納税者本人または生計を同じくする配偶者、
　その他の親族の平成 30 年中に支払った社会保
　険料（健康保険料、国民健康保険料（税）、国
　民年金保険料、農業者年金保険料、国民年金基
　金の掛金、後期高齢者医療保険料、介護保険料
　など）が控除の対象となります。
② 　生計を一にする配偶者、その他の親族が受
　け取る年金から天引きされている、国民健康保
　険料（税）・介護保険料・後期高齢者医療保険
　料については、年金受給者本人のみ控除を受け
　ることができます。
③ 　国民年金保険料および国民年金基金の掛け
　金について、所得税の控除を受ける場合には、
　その支払った保険料の金額を証明する書類を確
　定申告書に添付しなければなりません。（給与
　所得者で年末調整時に控除を受けた方は除く）

確定申告における社会保険料控除

問　税務課課税係 　☎ 2-2224

 　山の駅「ほろしり館」では、次の期間に特産品
の歳末セールを行いますので、ぜひお立ち寄りく
ださい。
実施期間　12 月 15 日㊏～ 24 日㊊
　　　　　10:00 ～ 16:00

山の駅「ほろしり館」歳末セール開催

問　山の駅「ほろしり館」　☎ 3-3323

　平成 31 年 4 月からの保育所入所について、次
のとおり受付を行いますので、希望される保護者
の方はお申込みください。
　なお、現在入所中で引き続き入所を希望するお
子さんについては、後日送付する「支給認定現況
届」の提出をお願いします。
対象保育所　バチラー保育園、振内保育所、
弥生保育園、二風谷保育所、紫雲古津へき地保育所、
荷菜へき地保育所
対象児童　保護者が就労や疾病、障がいなどのた
めに、家庭で保育することができない就学前の児童
保育料　平取町保育の実施等に関する規則、平取
町立へき地保育所条例施行規則による
受付・提出期間　
12 月 7日㊎～平成 31 年 1月 18 日㊎
受付場所　保健福祉課福祉係（ふれあいセンター
びらとり内）、役場振内支所、役場貫気別支所
申込方法　各受付場所で配布する必要書類に、記
入押印のうえ提出してください。
※「行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律」の施行に伴い、保
育園等の入園を希望する方は、申込み時に必要な
書類「支給認定申請書」に、個人番号（マイナン
バー）の記載が必要になりますので留意ください。
その他　保育所の入所に際し、町による「保育が
必要な子ども」であることの認定が必要になりま
す。また、保育所入所の決定通知書は、平成 31
年 3月上旬（予定）に送付します。
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

平成 31 年度「保育所新規入所児童の
受付」・「支給認定現況届」提出 

　先の北海道胆振東部地震により、自己が居住す
る住宅が被害を受けた方へ、災害見舞金を給付い
たします。
対象　・・・①～④すべてに該当する方
①平成 30 年 9 月 6 日時点で平取町に住民登録を
　している方
②自己居住者世帯全員が住民税非課税者
③被災住宅にかかる平取町町税の固定資産税納
　税義務者
④被災住宅の補修又は改修費用が 5万円を超え
　る場合
※改修等の内容は、住宅本体、電気、ガス、
　水廻りのみ
　（電化製品、日常生活用具、浄化槽等は除く）
見舞金額　一律 3万円
申請期限　平成 31 年 3月 29 日㊎まで
持ち物
•補修、改修内容が記載された請求書または領収書
　（見積書や、住宅被災箇所がわかる写真があれ
　ば併せて添付）
•印鑑
•通帳
申請先 　
 • 保健福祉課福祉係（ふれあいセンターびらとり内）
 • 役場振内支所
 • 役場貫気別支所
問　保健福祉課福祉係　☎ 4-6112

北海道胆振東部地震による平取町低
所得被災者住宅への災害見舞金給付

期日　平成 31 年 2月 3日㊐　集合 9：30
場所　二風谷ファミリーランド
対象　小学 1～ 4年、小学 5・6年、中学生、
高校・一般
（参加チーム数により変更する場合があります）
募集チーム数　120 チーム
参加料　1チーム（7人分）
小・中学生 3,500 円、高校・一般 7,000 円
申込　平成 31年 1月 15 日㊋までに参加料を入金
のうえ、所定の申込用紙を提出

全道 PKグランプリ 参加募集

問　全道 PKグランプリ実行委員会
　　（観光商工課内）　☎ 3-7703

火災・救急出場件数（11 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 3 9
林 野 0 0 急 病 8 125
車 両 0 2 一般負傷 0 32
そ の 他 0 3 そ の 他 1 18

転院搬送 1 55
合 計 0 6 合 計 13 239

　火災・救急出動件数は次のとおりです。　

　北海道では暴風雪災害が繰り返し発生してい
ます。天気予報などで暴風雪が予想されるとき
は外出を控えください。もし、車で外出した先
で暴風雪に遭遇し、立ち往生してしまったとき
は、JAF などのロードサービスや近くの人家な
どに必ず救助を依頼してください。
　また、ハザードランプの点灯や停止表示板を
置くなど、車が目立つようにしてください。
　車が雪に埋まったときは、エンジンを切りま
しょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車
内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれが
あります。防寒などでやむを得ずエンジンをか
けるときは窓を開けて換気し、こまめにマフラー
まわりを除雪してください。
北海道の関連ホームページ
暴風雪などによる被害防止について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/
boufusetu.htm
除雪などによる被害防止について
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/
yukihigai.htm

暴風雪からの被害防止

期日　平成 31 年 1月 4日㊎
分列行進　13:30 ～ 13:50　
　　　　　ふれあいセンターびらとり前から
　　　　　中央公民館前までの区間
式典　14:00 ～ 15:20　中央公民館 大ホール
　消防職団員の団結の強化と士気の高揚を図るこ
となどを目的に、平取消防出初式が開催されます。
　屋外で、消防団員による分列行進を行い、その
後、中央公民館において、消防活動に功績のあっ
た消防団員の表彰・消防関係者への感謝状の授与
等の式典を行います。（式典会場は、関係者以外
の入場はできませんので、ご了承願います。）
　また、分列行進実施の間、周辺道路の交通規制
とふれあいセンターびらとり周辺駐車場の一部使
用制限いたします。ご注意くださいますようお願
いします。（悪天候の場合は中止となり、災害発
生時は変更になる場合があります。）
　なお、これまで消防出初式につきましては、本
町・振内・貫気別地区の順に開催してきましたが、
今後、本町地区（中央公民館）において毎年実施
することとなりますので、ご理解とご協力をお願
いします。
問　平取消防署　☎ 2-2361

平成 31 年 平取消防出初式 開催

　平取朗読会マルメロは結成 10 周年記念として
読み聞かせの発表会を開催します。
　内容は子どもから大人まで楽しめるものにしま
した。初めての挑戦です。お時間がございました
ら、どうぞお気軽にお越しください。（入場無料）
期日　12 月 23 日㊐　開場 13:00　開演 13:30
場所　ふれあいセンターびらとり 視聴覚室
問　マルメロ　代表　植村
　　☎ 090-5983-4411

平取朗読会 マルメロ 10 周年記念
読み聞かせ発表会 ご案内

平取町国保病院と振内診療所での
インフルエンザ予防接種は終了しました
　（小児の 2回目は除く）
※この冬の追加受付はありません。
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　暴力犯罪や少年非行の多発が予想される冬期
間の 12 月 15 日㊏から翌年 1月 14 日㊊までの
1か月間を「冬の暴力追放運動」強化月間に設定
し、全道的に推進します。
•身に覚えのない納付請求書・督促状などは、相
　手方に確認をしないで、まずは家族や友人に
　確認しましょう。
•暴力の被害にあったり、見たり、聞いたりした
　ときは、勇気をもって 110 番通報しましょう。
•暴力に関する悩みのある方やお困りの方は、一
　人で悩まずに最寄りの暴力追放センターへ相
　談しましょう。

「冬の暴力追放運動」

問　暴力追放センター札幌本局　
　　☎ 011-271-5982

職種　調理員・世話人
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　
障がい者支援施設 すずらん（振内町 97-1）
特別養護老人ホーム 平取かつら園（本町 17-1）
内容　調理員－利用者の食事の提供
　　　世話人－グループホームでの食事の提供
　　　　　　　および利用者支援
勤務月日　平成 31 年 1月～
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　12 月 25 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　社会福祉法人平取福祉会（本部）
　　事務局長　藤田　実　☎ 3-3232

社会福祉法人平取福祉会 職員募集 

　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。
　なお、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　1月 18 日㊎　18:00（講習時間 30 分）
受付開始時間　17:30 分～
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
　事前の申込み手続きが必要です

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

　自治会相互の親睦と、冬期間の運動不足解消
のため、ぜひ参加してください。
期日　1月 20 日㊐　開会式 9:00
場所　町民体育館
参加資格    本町地区在住の中学生以上
※帰省中の高校生なども参加可
チーム編成　1チーム 4人（交代 2人以内）
※詳細はお問い合わせください。
参加料　1チーム 2,000 円
申込　自治会・町内会で取りまとめ
　　　1月 11 日㊎まで

第 26 回本町地区スポーツ祭「幌尻杯」
ミニバレーボール大会参加者募集

問　 町民体育館    ☎ 2-2749

　例年、これからの時期は、突然の降雪、吹雪
による視界の悪化が原因の交通事故や路面凍結
など路面状況の変化によるスリップ事故が発生
する恐れがあります。
　車間距離を十分にとり、安全なスピードで常
に危険に対応できる運転を心掛けましょう。

ドライバー、同乗者のみなさんへ

◆ 冬道の交差点付近は非常に滑りやすいアイス
バーンになっています。いつでも停止できる態
勢で交差点に接近し、安全を確かめて走行する
ことが大切です。
◆ 下り坂やカーブの手前では、あらかじめ十分
に減速しましょう。
◆ 急ブレーキ、急ハンドル、急加速など「急」
のつく運転をしないよう心がけましょう。
◆ 「疲れ」や「眠気」を感じた時は、運転を中止
して休憩し、居眠り運転などによる交通事故を
防止しましょう。
◆ シートベルトは生死を分けるもしもの時の命
綱です。「近所までだから」、「慣れている道だか
ら」と油断せず、後部座席を含めた全ての座席
でシートベルトを必ず着用しましょう。
　また、6歳未満の幼児を乗車させるときは、必
ずお子さまの体格にあったチャイルドシートを
しっかりと取り付け、ゆるみなどが生じないよ
うに正しく着用させましょう。
◆デイ・ライト（昼間点灯）や早め点灯は自ら
の安全意識を高めるとともに車の存在を他の車
両や歩行者、自転車の利用者に知らせるもので
あり、率先して実践しましょう。
◆ 夜間、先行車や対向車がいないときは、ライ
トをハイビームにしましょう。
◆ 飲酒運転は重大な犯罪です。「飲酒運転をしな
い、させない、許さない」を徹底しましょう。
　また、周りのみなさんも運転者が飲酒するこ
とのないよう注意しましょう。
歩行者のみなさんへ

◆ 道路を横断するときは左右をしっかり確認し、
無理な横断は絶対にやめましょう。
◆ 信号のある場所では必ず信号を守り、安全に
横断しましょう。
◆夜間に外出するときは、明るい色の服装と夜
光反射材を着用しましょう。
◆ 道路を横断しようとしている子どもや高齢者
を見かけたときは、積極的に声をかけるなど、
安全に誘導してあげましょう。
◆ 道路やその付近で遊ぶ子どもを見かけたとき
は、安全な場所で遊ぶように声をかけ、子ども
を交通事故から守りましょう。
問　北海道環境生活部くらし安全局
　　☎ 011-204-5219

冬道の安全運転

　10 月 20、21 日に行われた町民税 1％まちづく
り事業「アニメーションワークショップ」の完
成披露上映会を次の日程で行います。
　2 日間にわたり大人チーム子供チームで力を
合わせて作ったストップモーションのアニメー
ションを映像作家の古国府（ふるこ）薫さん、
サウンドクリエーターのクリスさんが編集して
くれました。
　作業風景のドキュメント映像もありますので、
ぜひ、みなさん一緒に作品の完成をお祝いしま
しょう。（参加自由・無料）
期日　12 月 15 日㊏　13:00 ～（30 分程度）
（会場の事情により延期になる場合があります）
場所  振内町民センター 2階ホール

アニメーションワークショップ
上映会のお知らせ

問　千葉　☎ 080-3266-1019
　　furenai.enjoyenglish@gmail.com

　例年 12 月～ 3月頃にかけて水道管の凍結事故
が多くなります。気温が氷点下になると水道管
が凍結、破裂する恐れがあり、水が使えなくな
るだけではなく、修理費用など思わぬ出費につ
ながるため、次のような場合は水落としをする
など特に注意してください。
• 外気温がマイナス 4℃以下のとき。
•就寝前や旅行などで長時間水道を使用しない
   とき。
•真冬日（一日中外気温が氷点下の日）が続い
   たとき。
　もしも水道管が凍結、破裂した場合はお近くの
指定給水工事事業者に修理依頼をしてください。

問　建設水道課水道施設管理係　☎ 2-2226

水道管の凍結に注意してください

歳末特別警戒
　－　予防広報とサイレンを吹鳴します　－
　年末の火災予防を呼びかけるため、予防広
報の放送とサイレンを吹鳴しますので、火災
と間違えないようお願いいたします。また、
各家庭におきましても火の取扱いには十分注
意しましょう。　
　期間　12月 15 日～ 12 月 30 日
　広報　10:00、16:00（全町一斉）
　サイレン　12月 25 日～ 12 月 30 日
                      20:00（全町一斉）
－ 石油ファンヒーターの取扱いにご注意 －
　この時季は、冷え込みが厳しくご家庭にお
いて石油ファンヒーターの使用も増えること
と思います。石油ファンヒーターの誤った取
扱いにより火災が発生しますので次のことに
十分注意し使用してください。
　1 灯油以外の燃料を使用しない。
　2タンクに給油した後は、口金を確実に締め
　　漏れがないことを確認する。
　3 給油時は、必ずストーブを消す。
　4 フィルターの清掃や換気を適度に行う。
　5 周囲に可燃物等を置かない。

日高西部消防組合平取消防署

　びらとりトマトカード会加盟店（非加盟店も含
む）にて「トマトスタンプポイント 3倍セール」
を開催します。※売出し参加店は、後日新聞折込
みをするチラシをご覧ください。
期間　12 月 24 日㊊～ 31 日㊊　8日間
問　平取町商工会　☎ 2-2329

全町年末大売出し事業 開催

　平取オリジナルカレンダー展示
　平取オリジナルカレンダー「びらとりの四季」
と「幌尻岳」の 2種を展示します。
　ぜひ、ご覧ください。
期日　12 月 16 日㊐まで
場所   ふれあいセンターびらとり　　　　　 
問　工房光彩 船越光次 　☎ 2-3146

2019 平取オリジナルカレンダー
びらとりの四季ポストカード
流木アートペン立て・手づくり雑貨　など
期日　12 月 10 日㊊、11 日㊋ 10:00 ～ 16:00
場所   にぎわい交流館陽だまり
※販売代金は社会福祉協議会へ全額寄付します。
※ 12 月 8日㊏、9日㊐は、コンサートと同時開
催しカレンダー、ポストカードのみ先行実施。

チャリティーマーケット



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

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

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

貫 気 別 新 平成 13 4-1 3LDK 79.83 内 21,600 24,900 28,500 32,200

貫 気 別 御 幸 平成 15 1-1 2LDK 60.15 内 16,600 19,200 21,900 24,700

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 27-2 2DK 34.16 内 3,700 4,300 4,900 5,600

公営住宅入居者募集    

◇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お申込みください。

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

※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（貫気別新・貫気別御幸）
※共益費（車庫代）月額 1,000 円が別途加算（貫気別新 4-1）
※条件付入居となる住宅があります。

～　単身者住宅（ハイツほろしり）入居者募集　～

◇次の単身者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。
●部屋　201 号室（37.26 ㎡）、206 号室（37.66 ㎡）　●規模　1R
●住所　平取町振内町 23 番地 11　　●家賃　月額 27,000 円
入居資格　平取町に住所がある方（または転入する方）で、就労している方に限ります。

申込期限　12 月 14 日㊎　必着　　　入居予定　平成 31 年 1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

　今年度の機動職業訓練は、「OA基礎科 ( パソコ
ン )」を実施します。職業訓練生を募集していま
すので希望者は申し込みください。
訓練期間　平成 31 年 1 月 8 日㊋～ 3 月 29 日㊎
募集人員　
OA基礎科（パソコン講習）　訓練生 10 人
（応募が定員の 7割に満たない場合、訓練を中止
する場合があります。）
対象　一般求職者およびアイヌ地区住民求職者
※OA基礎科はテキスト代（4,000 円程度）、
検定受験料（6,000 円程度）は受講者負担
申込 　12 月 18 日㊋まで
応募方法　苫小牧公共職業安定所の職業訓練担当
窓口で相談のうえ入学願書を提出してください。
問　平取アイヌ協会事務局
　　（アイヌ施策推進課内）　☎ 2-2341

機動職業訓練生募集

　環境省で、絶滅のおそれがあることから保護
増殖事業を進めてきた「タンチョウ」については、
保護活動の効果から徐々に個体数が回復してお
り日高管内でも飛来が目撃されています。
　このようなことから、環境省関係部局より、
新規のタンチョウの越冬地情報の収集の依頼が
ありましたので、町内でのタンチョウの飛来に
ついて、みなさまからの情報提供をお願いします。
•2018 年 12 月～ 2019 年 1 月末までに目撃した    
  タンチョウの情報をお寄せください。
•情報は、電話で町民課生活環境係へご提供願 
   います。
•飛来場所、時期および羽数などについて、簡単  
   にお尋ねします。
•2月上旬までに情報をお寄せください。

タンチョウの目撃情報提供のお願い

問　町民課生活環境係　☎ 4-6113



みんなでつくる、未来へつなぐ。あふれる笑顔、びらとり。

青少年の安全安心な
スマートフォンなどの利用

　近年、スマートフォンやタブレットなど（以下
「スマートフォンなど」という。）が普及し、Ｓ
ＮＳなどのコミュニティサイトの利用をきっか
けとして犯罪被害に遭う子どもが増加していま
す。　また、インターネットの過度の利用によ
り生活習慣に悪影響を及ぼす、いわゆる「ネッ
ト依存」が社会問題となっています。
　保護者のみなさまは、お子さまが安全に安心
してスマートフォンなどを利用できるよう、フィ
ルタリングの利用を徹底するとともに、日ごろ
からインターネットの危険性などについて家族
で話し合い、深夜の時間帯は使用しないなどの
家庭内のルールづくりに努めましょう。
◆ インターネットを介した犯罪や有害情報から
子どもたちを守るため、保護者のみなさまが、
インターネットの利用に潜む危険性を認識する
とともに、ネット上に溢れる有害情報について
の理解を深めることが必要です。
◆ 子どもにスマートフォンなどを持たせる時は、
事前にインターネット利用に潜む危険性をしっ
かりと理解させるとともに、特定の時間帯は使
用しない、使用する際は居間で使用するなど、
家庭内のルールづくりに努めましょう。
◆ アダルトや暴力などの有害サイトなどへのア
クセスを防ぐため、フィルタリングを確実に設
定し、子どもに有害情報を閲覧させないように
しましょう。
　また、保護者の使用しているスマートフォン
などを子どもに利用させる場合においても、必
ずフィルタリングを設定するようにしましょう。
◆ ＳＮＳの利用を起因とした犯罪被害が増えて
いることを踏まえ、知らない人とやりとりので
きるＳＮＳについては、保護者が必要と認めた
もの以外は安易に利用させないようにしましょ
う。また、ネットで知り合った人は、別人にな
りすましている可能性もあるため、安易に個人
情報を伝えたり、直接会うことのないように教
えましょう。　
問　北海道環境生活部くらし安全局　
　　☎ 011-204-5663

「第 38 回北海道障がい者

　　　　冬季スポーツ大会」  開催
　北海道障がい者冬季スポーツ大会は、障がい者
が冬季スポーツを通じて健康な心身の維持・強
化を図り希望と勇気を持って社会に参加すると
ともに、道民の共感を呼び起こさせノーマライ
ゼーションの理念の浸透を図ることを目的にし
ています。
期日　平成 31 年 2月 24 日㊐
内容　大回転競技および距離競技　
場所　岩見沢萩の山市民スキー場
　　　(岩見沢市上志文町 452)
参加資格　次の各号のすべてに該当する者。
①身体障害者手帳の交付を受けている者、知的
　障がい者または精神障がい者
②平成 30 年 4月 1日現在で満 13 歳以上の者
③北海道内に住所を有する者または北海道内の
　施設などに入所、通所あるいは通学している者
参加料　選手１人につき、1,000 円
申込　12 月 27 日㊍まで
申込　参加申込みに係る書類を公益財団法人北
海道障がい者スポーツ協会ホームページ (http://
www.do-syospo.or.jp/) の「大会情報」サイトか
らダウンロードし、郵送または FAX、メールに
より申込み。また、保健福祉課福祉係にて参加
申込みに係る書類を渡すこともできます。
申込先　公益財団法人北海道障がい者スポーツ協会
〒 060-0002　札幌市中央区北 2条西 7丁目　
かでる 2・7内 (4 階 )
☎ 011-261-6970　FAX011-261-6201
E-mail　info@do-syospo.or.jp
問　第 38回北海道障がい者冬季スポーツ大会実
行委員会事務局（岩見沢市役所健康福祉部福祉
課内）　☎ 0126-23-4111

　札幌ビューホテル大通公園において、11 月 1
日から 12 月 31 日までの 2ヶ月間、平取町の特
産品を使ったグリルブッフェを開催しています
のでお知らせします。
　ご利用いただければ、平取町民割引で 10％オ
フになります。
場所　札幌ビューホテル大通公園
　　　（札幌市中央区大通西 8丁目）
開催期間　12 月 31 日㊊まで
◆ランチブッフェ　
　　　11：30 ～ 15：00（毎日開催）
◆ディナーブッフェ　
　　　17：00 ～ 21：30（㊏開催）
◆Xmas ブッフェ 　
　　　12 月 22 日㊏～ 25 日㊋
問　産業課　☎ 2-2223

北の恵みフェア平取 開催中

　絵画、彫刻、写真、クラフト、イラストレーショ
ンなど、クリスマスをテーマにした楽しい展覧会
です。お気軽にお越しください。
期間　12 月 20 日㊍～ 24 日㊊㊗
場所　沙流川アート館　

沙流川アート館ギャラリー
クリスマスギフト展 2018 開催

問　沙流川アート館　☎ 2-2127
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