寿スキー場
リニューアルオープン！
12月15日、寿スキー場がオープン。今年度は設備の改修が
行われており、リフトのペアリフト化、多目的トイレの設置
などにより、安全性が確保され利便性が向上しました。
オープン前日には、安全祈願祭が執り行われ、一年の無事
故を祈念しました。
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多くは農山漁村を中心とする

どの大都市に集中する人口の

課題となっています。東京な

齢化が容易に解決ができない

減少が続く中頓別町ではあり

けると確信しています。人口

えていける地域力となってい

であり、どんな困難も乗り越

てきた生きる力こそが可能性

考えています。

取り組んでいくことが大切と

ならないことをひとつひとつ

と思いますが、やらなければ

まだ課題も多く時間もかかる

新年あけましておめでとうございます

地方からの流入で支えられて

年度からスタートし

ますが、子ども子育て支援と

皆様にとって新しい一年が、

喜びの気持ちでいっぱいです。

しい新春を迎えられることに

町民の皆様とともに、輝か

全体で乗り越えていくことが

させています。この状況を国

ず、このことが少子化を加速

を叶える環境にあるとは言え

の仕事や結婚、子育ての希望

かねません。大都市でも若者

危機に立たされることになり

する農山漁村の多くが消滅の

事業継承が実現し、基幹産業

ます。企業誘致や老舗商店の

づくりへの模索も継続してい

地域公共交通の新たな仕組み

整備やサービスの拡充を図り、

地域づくりとして、福祉施設

安心して暮らすことができる

んできたほか、すべての人が

教育の充実を最重点に取り組

ふるさと中頓別への深い想い

めざしていきたいと思います。

い町として選ばれる中頓別を

き合い、働きたい、暮らした

民がひとつになって課題に向

になります。あらためて、町

な戦略の策定に取り組むこと

しっかり検証したうえで新た

が最終となるため、現計画を

た地方創生総合戦略も次年度

平成

おり、流失により人口が減少

希望にあふれ幸福に満ちたも

地方創生の根幹であり、農山

である酪農でも、飼養頭数と

を心に、諦めることなく明る

あけましておめでとうござ

のとなることをご祈念申し上

漁村に暮らし今を生きる私た

生乳生産量の拡大をめざし本

いま国全体が人口減少の局

で来たことに心から感謝申し

き任期を全うできるところま

多くの皆様に支えていただき

暮らしてきました。ここに培っ

いが支え合い、分かち合って

い豊かな感性を持って、お互

ましく生きる力と人にやさし

暮らす中頓別の町民は、たく

厳しく豊かな自然のなかで

結果につながるまでにはまだ

ました。こうした取り組みが

性を求めた取り組みが始まり

さらに、観光でも新たな可能

の農場の建設が進んでいます。

町初となる大規模な法人経営

新年のご挨拶と致します。

ていけることを心から願い、

な一年を明るく健康に過ごし

います。町民の皆様が、新た

政を前に進めていきたいと思

い未来への可能性を信じて町

上げます。
面にあり、極端な少子化と高

います。

げます。町長に就任して四年

ちの使命と考えています。
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が経過しようとしています。

中頓別町長
小林 生吉

2

町民の皆様、新年明けまし

酪農家においても搾乳作業の

され、水道施設の電源の確保、

ても2日間の停電を余儀なく

ウトとなるなど、本町におい

的な停電が発生しブラックア

東発電所の機能が停止し全道

振東部地震の影響により、苫

かなくてはなりません。

新しい時代へと踏み出してい

事を振り返り、反省に立ち、

迎え、これまでの多くの出来

変わります。平成の終わりを

平成から新しい時代へと移り

皇太子さまが皇位を継承され、

が退位され、翌5月1日には

なりません。

役割を果たしていかなければ

の直接選挙で選ばれる議員の

線に立ち、町長とともに町民

の取り組みを推し進める最前

口減少対策に向けた地方創生

れる意思決定機関として、今

町民の負託に応え、信頼さ

ための電源確保の対応に奔走

向け、避難所を開設するなど、

齢者や乳幼児を抱えた家庭に

生活に対応するため、特に高

れまでとは異なった対応や準

減税率の導入も相まって、こ

が施行される予定であり、軽

税が8％から

今年もみなさまにとってよ

願い申し上げます。

指導ご鞭撻を賜りますようお

さまには、これまで同様のご

後ともその使命を果たしてゆ

平穏な日常生活を脅かす状況

備が必要となり、少なからず

り良い年でありますようご祈

また、 月1日からは消費

となりました。

導入時の混乱や経済への影響

念申し上げ、年頭にあたって

し、また、灯りのない不安な

輝かしい新春を町民の皆様

滅多に災害のない本町に

が懸念されるところでありま

ておめでとうございます。
と共に迎えられますことを心

とっては、災害から町民の生

す。

く所存ですので、町民のみな

よりお慶び申し上げます。

命、財産を守るための教訓と

％へ引き上げ

近年は、記録的な豪雨、大

なり、災害に対する備えの重

上げます。

援、ご協力に心から感謝申し

から議会に寄せられますご支

また、平素より町民の皆様

型台風などの異常気象や地震

要性を改めて再認識し、今後

4月の選挙を経て議員の顔

あります。

今後一層の高齢化が進み、人

のご挨拶といたします。

による災害が頻発し、昨年7

の対策に活かしていく必要を

本年は地方統一選挙の年で

月には西日本豪雨により姉妹

ぶれも変わると思いますが、
日には天皇陛下

痛感したところであります。
本年4月

3

都市である大崎上島町で災害
が発生し、9月には北海道胆

30

10

10

中頓別町議会議長
村山 義明

中頓別町ミルクプラント

トドマツの部

２０１９年北海道１７９市町村応援大使

示する予定ですので、ぜひご
覧ください。
応援大使として決まってお
りました高梨裕稔選手は他球
団へとトレードとなりました
が、今後、後任の選手が決ま
り次第、その選手のパネルや
サイン入りユニフォームなど
の記念品を提供していただく
予定となっております。

北海道日本ハムファイターズ事務局表敬訪問
20

森林経営に優秀賞

月 日、北海道日本ハム
ファイターズ「２０１９年北
海道１７９市町村応援大使」
の決定を受け、球団職員であ
る石川拓道さんが来庁。２０
１９年から応援大使を担うこ
ととなった白村明弘選手の等
身大パネルを提供していただ
きました。
等身大パネルは、年明け以
降、役場庁舎町民ホールに展
12

優良事例として選定

は、強い農林水産業、美しく
活力ある農山漁村の実現に向
けて地域の活性化に取り組む
優良な事例を選定するもので
あり、今回は道内７団体のひ
とつとして選ばれました。

農林水産省による本選定

月 日、役場会議室で「平
11

月 日、役場会議室で「北

30 12

海道地区『ディスカバー農山
漁村の宝』」選定証授与式が
行われました。

10

成 年度森と人を育てるコン
クール」の表彰伝達式が執り
行われ、上頓別地区の橋本正
蔵さんへ表彰状が授与されま
した。
橋本さんは、森林所有者部
門・トドマツの部で優秀賞を
受賞。酪農業の傍ら、地域に
貢献する山づくりが評価され
ました。

12

4

新雪に残る動物の足跡を追
いかけてみたり、冬眠してい
るミミズや幼虫を少しだけの
ぞいてみたり、森が教えてく
れる自然のメッセージをしっ
かりと受け取りました。
翌 日にはひまわり組でも
冬探し。秋には鮮やかな紅葉
を見せていたナナカマドを指
して、葉が無くなっているこ
とに驚きの表情。冬のフィー
ルドを遊びつくしました。

13

5

輝く雪道で季節に触れる

12

森のこども園
月 日、森のこども園が
行われ、今回は、春と秋に訪
れたふるさとの森で季節の違
いを探しました。
春と秋の様子を子どもたち
に聞いてみると、瑞々しく咲
き誇るミズバショウ、セミの
抜け殻、色鮮やかな落ち葉な
ど、季節の思い出がたくさん
残っており、そのような森が
冬にはどのように変化するの
か、実際に体験しました。
12

犯罪サインを見逃さない

6

金融機関防犯講話
月 日、稚内しんきん中
頓別支店で中頓別町地域生活
安全協会が主体となり、枝幸
警察署による防犯講話が行わ
れました。
本講話は、金融機関の職員
を対象とし、道内で発生して
いる事案を通して犯罪の手口
や対策などを学びました。
強盗発生時の対応、いざと
いうときの備えが大切とのお
話をいただきました。
12

社会貢献事業

5

火葬場水路の改修
月 日、地域貢献事業の
一環として、細谷建設株式会
社により、火葬場水路の改修
が行われました。
今回改修が行われた箇所は、
火葬場横の水路に取り付けて
いるコンクリート部分で、老
朽化により破損していたすべ
ての箇所を取り換えるなど火
葬場場内の安全確保に寄与し
ました。
12

年金を知ろう！
第 5 回 20 歳の年金その 1
今回は「20 歳の年金」ということで年金がどのようなものかをご紹介します。これから
20 歳になる方だけでなく、もうすでに国民年金に加入している方もこの機会に確認してみ
てください。

Ｑ. 公的年金制度って？
公的年金の制度とは、歳をとったときやいざというときの生活を、働いている世代みん
なで支えようという考えで作られた仕組みです。日本国内に住んでいる 20 歳以上 60 歳未
満の一部の人 (※) を除くすべての方に、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
20 歳になったら国民年金第 1 号の加入手続きが必要になります。忘れずに手続きをしま
しょう。
※厚生年金保険加入者や共済組合加入者、または、その配偶者に扶養されている人

Ｑ. 公的年金はどんなときにもらえるの？
若いときに公的年金制度に加入して保険料を納め続けることで次のような場合に年金を
受け取ることができます。
1．年をとったとき ( 老齢基礎年金 )
2．病気やケガで障害が残ったとき ( 障害基礎年金 )
3．家族の働き手が亡くなったとき ( 遺族基礎年金 )
これらの年金は、必要な手続きを行わずに保険料を未納のまま放置すると受け取ること
ができなくなる場合があります。

Ｑ. どうやって手続きするの？
20 歳の誕生日の前月または当月上旬に日本年金機構から「国民年金被保険者関係届書」
が送られてきます。必要事項を記入して役場、あるいは年金事務所に提出してください。
後日「年金手帳」が届きます。年金手帳は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必
要になるので大切に保管してください。

Ｑ. 国民年金第 1 号の 1 号って何？
国民年金では加入者を 3 種類に分けています。
第 1 号被保険者：20 歳以上 60 歳未満で自営業者や農業者とその家族、学生や働いていな
い人、第 2 号被保険者や第 3 号被保険者でない人
第 2 号被保険者：厚生年金や共済の加入者は同時に国民年金の加入者にもなり、第 2 被保
険者となります。
第 3 号被保険者：国民年金加入者のうち、厚生年金や共済年金に加入している第 2 号被保
険者に扶養されている 20 歳以上 60 歳未満の配偶者 ( 年金 130 万円未満
の人 ) が第 3 号被保険者になります。

Ｑ. 老齢基礎年金はどう決まるの？
公的年金には、受け取るための条件や金額の計算式があり、老齢年金・障害年金・遺族
年金でそれぞれ条件や計算方法が異なります。老齢基礎年金の条件と計算方法は以下の通
りです。
1．条件：保険料を納付した期間＋保険料を免除された期間＝10 年以上
2．支給開始年齢：65 歳から支給されますが、本人の希望により繰下げ申請 (66 歳 70 歳の
間に請求 ) や繰上げ申請 (60 歳から請求 ) を行うことができます。
3．受け取る年金額：平成 30 年度の老齢基礎年金は満額支給で 779,300 円 / 年です。
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年金を知ろう！
第 5 回 20 歳の年金その 2
Ｑ. どうやって保険料を納めるの？
保険料の納める方法は 3 種類あります。
1．国民年金保険料納付書で納める
国民年金の加入手続きをすると後日納付書が届きます。金融機関やコンビニエンススト
アで納付することができます。
2．口座振替を利用する
口座振替を利用することで納付忘れを防ぐことができます。様々な割引制度があり、現
金やクレジットカードで納付するよりもお得になる場合があります。手続きは郵送または
金融機関や年金事務所の窓口で行うことができます。
3．クレジットカードで納める
クレジットカードにより定期的に納める方法です。手続きは郵送または年金事務所で行
うことができます。
平成 30 年度の国民年金第 1 号被保険者の 1 か月あたりの保険料は 16,340 円です。まとめ
て前払いすることで割引が適用されお得に納付ができます。また、これらの保険料に加え
て少しだけ保険料を納めることで将来の年金額を多くすることができます。

Ｑ. 今すぐ保険料を支払うことができないときはどうしたらいいの？
納付免除・猶予制度や学生納付特例制度の申請が可能です。年金事務所または役場窓口
でご相談ください。手続きを行わなかった場合、老後の年金や不慮の事故などにより障害
が残ってしまったときに障害基礎年金を受け取れなくなる場合がありますので必ずお手続
きしましょう。また、免除などされた期間の分は「追納」という形で後から支払うことが
できます。追納を行うことで、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いに
なります。詳しくは「年金を知ろう！第 2 回国民年金保険料の免除・追納制度」( 広報な
かとんべつ 8 月発行号 ) にて紹介していますのでご確認ください。

Ｑ. 年金の相談はどこですればいいの？
年金事務所の窓口で相談するほかに電話での相談や文書での相談、FAX での相談が可能
です。
□窓口の場合
事前に電話予約をすることでスムーズに相談ができます。年金手帳などの日本年金機構
が送付した基礎年金番号のわかる書類と身分証などの本人確認のできるものが必要です。
□電話の場合
手元に基礎年金番号のわかる書類を用意してください。本人確認のためにいくつか質問
があります。
□文書の場合
年金手帳などの日本年金機構が送付した基礎年金番号のわかる書類のコピーを同封しま
す。
□FAX の場合
日本年金機構のホームページにある様式を使用します。個人情報保護のため回答は後日
郵送で自宅に届きます。

次回は、「年金相談サービスの紹介」についてです。

7

詳しく知りたい・わからないことがあったときは
稚内年金事務所 お客様相談室 (0162-74-1000）
または日本年金機構ホームページをご覧ください。

第
号

10
～台湾から李 ( リ ) 詩瑩 ( シエイ ) 新隊員着任しました！～
中頓別町に道の駅のスタッフとして新たな地域おこし協力隊が着任しまし
た！台湾からはるばる中頓別にやってきた李 詩瑩さんです。今回は李新隊
員のプロフィールや中頓別町に来たきっかけなどを紹介したいと思います。
李 詩瑩 (Lee shih ying) ( リ シエイ )
出身：台湾新竹市
趣味：ドラマ鑑賞・旅行

年齢：23 歳

～中頓別に来るきっかけ、 今後の抱負は？～
昨年夏の台湾中華大学観光学科のインターンシップで中頓別町に来町した
際に、自然や景色の美しさ、人の優しさに触れて、中頓別が好きになりまし
た。空気がとてもきれいなところ、カヌーに乗ったときに川がゆったりと流
れていくところが特に印象的でした。そんな素敵な地域で暮らしてみたいと
思い、台湾を離れて中頓別にやってきました。
今後は中頓別の観光の仕事に携わり、中頓別の観光をよりよいものにして
いきたいと考えています。そしてまだ発掘されていない新しい魅力も届けな
がら中頓別町を盛り上げていきたいです。

シエイ隊員、これから
よろしくお願いします！

～町民のみなさまへ～
私はまだ日本語を上手に話すことができませんが、一生懸命頑張って中頓別町の魅力を町外の方々へ
伝えていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。

～ 「なかとん生活エッセイ」 第 3 弾！～
【中頓別生活記】
4 月半ばに来町した頃は風も冷たく、町のいたる所にまだ雪が残っ
ていました。以前暮らしていた東京では、既に花見のシーズンを終え
汗ばむ陽気でしたので、再び冬に逆戻りという何故だか不思議な感覚
を覚えました。
5 月から 6 月になると雪も少しずつ解け始め、だんだんと緑の息吹
を感じる季節になりました。緑一色の牧草地が広がる風景は、以前の
暮らしと比べとても新鮮で珍しく、バイクで町内の様々な場所をツー
リングしました。冷たく澄んだ空気を体で感じ、春霞の中に溶け込む
敏音知岳を望みながら走ると、まるで北欧の田舎を走っているような
朝は雪かきからスタートです！
雰囲気に包まれていました。
夏になると、毎週のようにご近所さんとジンギスカンやホタテの BBQ を楽しみました。皆でコンロを
囲みながら、北海道で食べる本場のジンギスカンはとてもおいしく、舌鼓を打ちながら自然と話にも花
が咲きます。私にとっては中頓別の皆さんのお人柄や町の歴史を知ることが出来る貴重な場でもありま
した。
次は朝晩に冷え込みを感じる秋の季節がやってきました。敏音知岳を散策していると、白樺の白い幹
と黄色の葉が溶け込む秋の景色は、さながら西洋絵画を見ているような風情があります。また、秋の味
覚を楽しんだ季節でもありました。特に自分の畑で収穫したじゃがいもを皮ごと蒸して、アツアツのま
ま塩とバターをつけて食べた時は、収穫出来た喜びとおいしさで感動もひとしおでした。
さて、現在の中頓別は雪景色です。しんしんとささめ雪が降っています。まだ私が知らない、中頓別
の風景との出会いにこれからが楽しみです。
ブログ

Facebook

「中頓別町地域おこし協力隊」では、日々の活動や生活の様子を発信するブロ
グと Facebook ページを開設しています。是非ご覧ください。
「地域おこし協力隊ブログ」は、役場ホームページからもアクセスできます。
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ダリン＆ジャクレンの ALT 通信
This artcle written by Ms.Jacqueline

今月の担当はジャクレン先生
For Winter Vacation I will be returning to America. There, I will
celebrate Christmas with my family and New Year’s Eve with my friends.
For Christmas, my family and I will exchange presents in the morning, and
then go to my aunt’s house to eat a big breakfast with my whole family.
At my aunt’s house, the adults will play a Christmas game where they
trade gifts and the children will open presents. I enjoy spending this
time with my family and eating good Christmas foods, like ham and
cookies. Then we will have a Christmas dinner with my Grandfather. For
New Year’s Eve I will go to my friend’s Holiday Party in the city.
What do you do during winter holidays? Please come to Eikaiwa and tell me
about your holiday traditions! Our next two meetings are January 25th at
the Chomin Center from 11 am and January 29th at the town hall from 7 pm.
I can’t wait to see you!

冬休みには私はアメリカに帰る予定です。そこで、私は家族と大晦日を、お
友達とクリスマスを祝います。
クリスマスの日に、私の家族と私は午前中にプレゼントを交換し、私の家族
と一緒にごちそうを食べるために叔母の家に行きます。私の叔母の家では、大
人はクリスマスゲームをしてプレゼントを交換します。子どもたちはみんなか
らもらったプレゼントを開けます。私はこの時間を家族と一緒に過ごし、クリ
スマスの食べ物、例えばハムやクッキーを食べることを楽しんでいます。それ
から私は祖父とクリスマスディナーを食べます。大晦日は、私の友人とパー
ティーに行きます。
冬には何をしますか？英会話に来て、クリスマスやお正月の習慣や伝統につ
いて教えてください！次の 2 回の英会話教室は町民センターで 1 月 25 日 ( 金 )
11 時からと、役場で 1 月 29 日 ( 火 )19 時からです。英会話教室に来るのをお
待ちしています！
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齢化に伴って︑脳梗塞後遺症

経難病をはじめ︑最近では高

幌︶運動器・リウマチセン

外来は︑勤医協中央病院︵札

リウマチ︑自己免疫疾患

縦靱帯骨化症︑多発性硬化症︑
□
リウマチ︑自己免疫疾
患外来とは

お問い合わせください

4 ー 6 ー 1995︶まで

護福祉センター︵0163

行っています︒詳しくは介

診療に係る交通費の助成を

や認知症︵アルツハイマー型

ター副センター長の松本巧

南宗谷難病システムを

2つの外来は︑下の図のよ

認知症︶などの患者さんも外

筋ジストロフィーといった神

新年あけましておめでとうご
うに南宗谷3町の国保病院と

先生に来ていただいて枝幸

今年度の神経内科外来は︑

行われています︒リウマチ︑ 2月 日 火
( ︑)リウマチ・

さんが外来に来て治療を受

などの自己免疫疾患の患者

筋症︑シェーグレン症候群

強皮症︑多発性筋炎︑皮膚

全身性エリテマトーデスや

るえ︑瞼が下がる︑ろれつ

れや物忘れ︑けいれんやふ

次第お知らせします︒しび

はまだ未定ですが︑決まり

で最後です︒来年度の日程

自己免疫外来は3月1日︵金︶

が回らない︑歩きにくくなっ

たなどの症状がある︒また︑

きます︒まずは国保病院を

紹介があって初めて受診で

それぞれの外来は医師の

が続いている︑手足が動か

いている︑体がだるいこと

原因がわからない微熱が続

いのに関節が腫れて痛い︑

ぶつけたりしたわけではな

受診して医師に相談してく

しょうか︒

相談してみてはいかがで

状がある方は︑まず医師に

しにくいなどの気になる症

中頓別町では難病患者の

□交通費の助成について

ださい︒

□どうやったら受診でき
るの︖

けています︒
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ご存知ですか︖

ざいます︒個人的には︑昨年は

来に来て治療を受けていま

などの連携をすることで︑南

□外来スケジュール

あっという間の一年でしたが︑ 患者の紹介や情報交換を行う

町国保病院で3か月に1回

みなさまどういう一年間を過ご
宗谷３町の神経内科疾患やリ
ウマチ︑自己免疫疾患の患者

されたでしょうか︒今年も皆様
にとって善き年でありますよう
の医療を支えています︒
また︑医療面ばかりでなく

にご祈念申し上げます︒
さて︑今回の﹁保健師さんの

医師や理学療法士︑保健師︑
患者自身が難病についてを学
ぶ学習会や︑患者自身が病気
について理解を深める患者会

免疫外来

健康宅急便﹂は︑﹁南宗谷難病
医療システム﹂についてです︒

□ 南宗谷難病医療システムって︖

などの活動も行っています︒

枝幸町国保病院
歌登診療所
中頓別町国保病院

南宗谷難病医療システムとは

神経内科外来は旭川医大神

浜頓別町国保病院

患者の
紹介・報告
患者の
紹介・報告

﹁ 難 病 が あ っ て も やっぱりここ
に﹁難病があっても安心して患

経内科診療科長の片山隆行先

神経内科外来

リウマチ・自己

□神経内科外来とは

者が暮らせる地域づくり﹂を行

生に来ていただいて中頓別町

南宗谷難病医療システム
枝幸町国保病院

で暮らしたい！﹂をスローガン

年度

より中頓別町の国保病院の﹁神

数月に年6回行われていま

うことを目的として平成

経内科外来﹂︑枝幸町の﹁リウ

す︒パーキンソン病や重症筋

か月に1回︑偶

マチ・自己免疫外来﹂を2つの

無力症︑脊髄小脳変性症︑後

国保病院で

軸として活動しています︒

2
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中頓別町国保病院

す︒

File №268
今月の担当は
西巻保健師
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図書室だより
一般書

『医者が考案した「長生きみそ汁」』
アスコム

『だいじょうぶだよ、モリス』
著：カール＝ヨハン・エリーン

飛鳥新社

魔法の言葉で︑子ども
が感じるあらゆる不安が
たちまち消える！
子育ての﹁こんなとき︑
どうしたらいいの？﹂が
たった１冊で解消︒

!!

弘幸

自律神経の名医が考案！
体 の不調がみるみる消え
る︑ 日本人にとって最強の

健康法

著：小林

児童書

新着図書 (12 月 10 日現在 )
一般向け図書
『ままならぬ人生』
木村 小夜
『銀河食堂の夜』
さだ まさし
『思い出が消えないうちに』 川口 俊和
『その先の道に消える』
中村 文則
『沈黙のパレード』
東野 圭吾

児童向け図書
『ひょっこりはんをさがせ！』 ひょっこりはん
『まよなかのおならたいかい』
中村 翔子
『れいぞうこのおくのおく』
うえだ しげこ
『でてこい！うんちょマン』
西山 一代
『それしかないわけないでしょう』
ヨシタケ シンスケ

※その他、多数の本が順次入荷しています。ぜひ、ご来室ください。
また、購入リクエストも受付けていますので、お気軽にお寄せ下さい。

読み聞かせボランティア「このゆびと〜まれ♪」の活動
11 月 29 日 ( 木 )

小学校での読み聞かせの様子
◀1・2年生

11 月 22 日 ( 木 )
ブックスタート・絵本読み聞かせ

▼4 〜 6 年生
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【お願い】図書室から借りたままの本はありませんか？
他の方も利用されますので、心当たりのある方は、玄関横の返却ポストを
ご利用のうえ、早めの返却をお願いします。

戸籍だより
12 月 1 日〜 12 月 14 日受付分
（公開にご了承いただいた方の
み掲載しています）

やまなみ吟社

字中頓別 坂東 綾子さん
(95 歳 12 月 4 日 )

字中頓別 石田 勇さん
(87 歳 12 月 6 日 )

字旭台

十二月例会

除夜の鐘白寿を願ふ卒寿かな
武田 雄峰

永き家具一掃するや年惜しむ
東海林 海峯

師走来て我に急かされ厨事
高橋 妙子

暮早し急かされている炊飯器
峰友 緑恵

風を蹴り走る子等にも師走来る
平田 栄珠

遠慮なく客の手借りる年の暮
山崎 静女

災の字が選ばれている年暮れる
高橋 恵翠

おくやみ

齋藤 三枝子さん
(67 歳 12 月 13 日 )

人のうごき
（平成 30 年 12 月 14 日現在）
世 帯
896(-2)
人 口 1,734(-4)
男
863(-2)
女
871(-2)
( ) 内は前月対比

北方領土返還要求署名のお願い
北方領土問題の解決のためには、領土返還に向けた外交交渉の展開を強く要望する
道民世論の結集が何よりも必要です。
皆様からいただいた署名は、国会法第 79 条の規定による請願書として衆議院およ
び参議院に提出します。
1 月 21 日から 2 月 20 日は「北方領土の日」特別啓発期間です。
一人ひとりの返還に向けた思いを結集し、北方領土の返還を実現しましょう。
‐署名にあたってのお願い‐

・署名簿には、住所・氏名を記入してください

署名簿は期間中、総務課窓口に設置します。

・署名の意思がある方であれば、年齢は制限しておりません

■平成が終わります。平成生まれの私としては、元号が変わることを経験しておりませんので、
少しばかり緊張してしまいますね。また新しい一年が始まり、新しい時代が始まるのかと思うと
未来への希望と将来への責任を感じるところです。
平成 30 年、災害など色々なことがありました。抱負ではありませんが、新年は禄寿応穏をテー
マに掲げ、私だけでなく、皆さまの財産と生命も穏やかでありますようお祈り申し上げます。
【スリッパカメラマン☆】
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