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e-Tax は、インターネットに接続している
パソコンがあれば、税務署に出掛けることな
く、所得税・消費税の確定申告を自宅から行
うことができます。
国税庁ホームページ「確定申告書等作
成コーナー」から直接送信できます。
自動計算で便利な国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」を利用して作
成した申告書を、自宅から e-Tax で直接送信
できます（確定申告書等作成コーナーは「確
定申告」で検索してください。）。
最高3,000円の税額控除を受けること
ができます。
平成24年分の所得税の確定申告を本人の
電子署名と電子証明書を付して、e-Tax で法
定申告期限内に行うと、所得税額から最高
3,000円の電子証明書等特別控除を受けるこ
とができます（平成19年分から平成24年分
の間でいずれか1回。）
。
添付書類の提出又は提示を省略できま
す。
所得税の確定申告を e-Tax で行う場合、医
療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内
容（病院などの名称・支払金額等）を入力し
て送信することで、これらの書類の提出又は
提示を省略できます（税務署から書類の提出
又は提示を求められることがあります。）。
還付金を早く受け取ることができま
す。
e-Tax で申告された還付申告は早期処理し
ています（3週間程度に短縮）
24時間いつでも利用可能です。
所得税の確定申告期間中は、24時間 e-Tax
の利用が可能です。

手続等の詳しい内容は、e-Tax ホームページ
【http://www.e-tax.nta.go.jp】をご覧ください。
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国税庁ホームページ【 http : / / www.nta.
go.jp】の「確定申告書等作成コーナー」では
画面の案内に従って金額等を入力すれば税額
などが自動計算され、所得税、消費税の申告
書や青色申告決算書などが税務署に出掛ける
ことなく、自宅で簡単に作成することができ
ます。
作成した確定申告書は、印刷して郵送等に
より提出できるほか、そのまま e-Tax（※）で
送信することができます。
確定申告書の作成には自動計算で簡単・便
利な「確定申告書等作成コーナー」を是非、
ご利用ください。

（※）e-Tax の利用に際して
は、電子証明書の取得（手
数料が必要です。）、ＩＣカー
ドリーダライタの購入など
の事前準備が必要です。

問い合わせ先：函館税務署（☎31‑3171）
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●国 民 健 康 保 険 税…第９期
●介 護 保 険 料…第９期
●後期高齢者医療保険料…第８期
●国
民
年
金…１月分

2 月28日（木）です
納税相談については、下記までお問い合わせ下さい。

税務課収納係（窓口番号⑤） ☎65‑2515
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北海道駒ヶ岳は、平成21年に入山規制が緩和され、昨年も多くの
登山者で賑わいました。
しかし、現在でも北海道駒ヶ岳が日本の活火山のなかで最も活動
的な火山であることに変わりなく、近年では、平成８年・10年・12
年にかけて６回の小噴火が発生しました。
周辺市町において駒ヶ岳火山防災対策は、避けて通れないもので
あり、この防災対策の一環として、駒ヶ岳火山防災講演会を開催い
たします。防災対策は、災害に対する正しい知識を身につけること
から始まります。
また、地震や気象情報等の講演も行いますので、是非この機会に
ご聴講ください。
日 時

平成25年２月15日（金） 講 師
午後1時30分開演
（午前11時開場）

場 所

七飯町文化センター

問合せ

札幌管区気象台 職員
函館海洋気象台 職員
森町役場 防災交通課
（☎01374‑2‑2181）

駒ヶ岳火山防災会議協議会主催
※当日は、会場にて午前11時より「駒ケ岳噴火パネル展」を開催しています。
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七飯町教育委員会では、平成24年度から平成27年度の４年間を計画期間とし、
「町民がきずなを深め 生き
る力を育み ともに学ぶまち七飯」を教育基本理念として掲げ、下記の５つの教育基本目標を定めた「七飯
町教育振興基本計画」を策定しました。
この計画は、学校教育の充実や家庭・地域との連携の強化、生涯学習の推進や生涯スポーツの振興、七飯
町の豊かな伝統・文化の継承や文化財の保護など、今後、七飯町の教育行政が目指すべき教育の基本的な方
向性や、その実現のための施策を示しています。
基本目標１
基本目標２
基本目標３
基本目標４
基本目標５

教 育 基 本 目 標
たくましく未来を切り拓く「生きる力」を培う教育に取り組みます
豊かな心をもち生命や人権を尊重するあたたかい人を育みます
学びがいがあり通いがいのある信頼される学校づくりを進めます
学校・家庭・地域が手をとりあいすこやかな子どもたちを育てます
町民が生き生きと学び続ける活力に満ちたまちづくりを推進します

今後は、計画を確実に進めるため、毎年度、計画に基づく教育施策の実施状況、効果、課題等について点
検・評価を行い、その結果を翌年度以降の施策の展開に反映させながら、経済社会情勢や国・北海道の制度
改革など、教育を取り巻く状況の変化等に対応した実効性のある計画の推進に努めます。
※町のホームページに「七飯町教育振興基本計画」の全文を掲載しています。また、教育委員会、大中山・
大沼各出張所においても計画を閲覧できます。
教育委員会学校教育課 ☎66 2067
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思い出が語られました︒その後︑サ

イン色紙などが入ったプレゼント抽

選会が行われました︒

鍵谷選手は﹁プロ野球に挑戦でき

るのも︑七飯町に生まれて野球を始

め︑たくさんの方と出会い︑応援し

てもらったからこそだと思っていま

す︒これからもたくさん壁にぶつか

ると思いますが︑一つ一つクリアし

て少しでもみなさんに夢と元気を与

え︑七飯町に恩返しできるようがん

願 い し ま す︒
﹂ と︑ 集 ま っ た 約 ２５

ばっていきますので応援よろしくお

０名の参加者に力強く挨拶しまし

た︒

伴谷陽平 選手の
激励会 が行われました

１月２日︑ドラフト３位で北海道

日本ハムファイターズに入団した鍵

谷陽平選手の激励会が文化センター

はじめに中宮町長が﹁一日も早く

で行われました︒

札幌ドームで踊るような投球を見せ

てほしい︒七飯町民の先頭に立って

応 援 し て い き た い︒﹂ と あ い さ つ︒

続いて鍵谷選手の幼少期からの歩み

をスライドショーで振り返り︑小中

学校の同級生や恩師︑七小スポーツ

少年団時代の監督から鍵谷選手との

スポーツ少年団の後輩からの激励の花束贈呈

抽選会の様子

去る１月10日㈭・11日㈮、七飯町と七飯町北海道新幹線建設促進期成会の合同
主催による「新幹線体験ツアー in 盛岡」に、町内小学５・６年生10名に参加頂
きました。
出発式は JR 七飯駅で行い、中宮町長が「たくさん楽しんで来てください。
」
と激励、川又期成会会長は団長として「事故のないよう楽しい体験をしてきま
しょう。」と挨拶、参加者を代表して６年生３名が「新幹線の勉強をしてきます。
行ってきます概」と元気に挨拶をしました。
JR 函館駅から「S 白鳥26号」に乗車、約２時間後 JR 青森駅で下車し、
「A ファ
盛岡新幹線車両センター青森派出所
「はやぶさ」と一緒に
クトリー」ねぶたの家「ワ・ラッセ」
「盛岡新幹線車両センター青森派出所」を
見学、車両センターでは新幹線「はやぶさ」車両の運転席や「グランクラス」へも乗せて頂き、貴重な体験に参加
者はおおはしゃぎでした。
JR 新青森駅から「はやて36号」に乗って盛岡へ。1時間弱の新幹線体験乗車ですが、特急列車と新幹線の違いに、
「速い !」「広いし、乗り心地が全然違う」
「揺れないね」など驚いた様子でした。
盛岡に到着、夕食後はオリエンテーション。写真で現在の七飯町内における新幹線
工事の状況を確認、また「班対抗新幹線クイズ」で新幹線や七飯町のことを勉強しま
した。
２日目、盛岡子ども科学館を見学に行き、その展示室内では色々な実験や遊びがで
き、真剣に楽しんでいる参加者の姿が見られました。
帰りは「はやぶさ３号」から「S 白鳥19号」に乗車、車内で絵日記を書き、２日間
で「お友達がたくさんできた !」「また行きたい !!」と明るい笑顔で話していました。
オリエンテーション みんなでお勉強
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み な さ ん はCOPDと い う 言 葉 を ご 存 知 で し ょ う
か？ 最 近 はCMな ど で 耳 に す る 機 会 も 増 え て き た か
も し れ ま せ ん︒WHOの 統 計 に よ れ ば︑ 世 界 第 四 位

る︶が見られます︒ウイルスや細菌
感染で咳や痰が急に増えて病院を受
診することもあります︒
︵急性増悪︶

ၲ૾ඥ↞≢

AM9:00〜11:45

の 死 因 と さ れ て お り︑ 日 本 で も 患 者 が 増 え て い る と

AM9:00〜11:45
PM2:00〜 5:45

言われています︒
男性に比べてたばこの害を受けやす
いといわれています︒
職業的な塵埃・大気汚染 ほこりっ
ぽいところやガスの出るところで働
くことで︑肺に影響を受ける可能性
があります︒また一酸化炭素や硫化
物などの大気汚染物質も肺に悪影響
を与える可能性があります︒
加齢 肺の機能は加齢に伴って衰え
てしまいます︒また︑喫煙者は機能
低下が急速に進むことがあります︒

↘⇂↙ၐཞⅻ↖↺↝≢

①禁煙⁝COPDの治療の基本は禁
煙です︒禁煙外来など利用し︑一日
も早く禁煙することが治療開始の基
本になるとも言えます︒
②急性増悪の予防⁝ウイルスや細菌
感染で咳や痰が増えることを予防す
るため︑インフルエンザや肺炎球菌
ワクチンの接種をします︒
③薬物療法⁝現在のところ︑ＣOP
Dを 根 本 的 に 治 す 薬 は あ り ま せ ん︒
しかし︑薬物療法によって息苦しさ
などの症状を和らげて病状の悪化を
防ぐことはできます︒気管支を拡張
する薬や咳止め︑痰を鎮める薬など
が使用されます︒
④運動療法⁝動くと息切れを起こす
ため︑動くことに恐怖心を覚え︑運
動不足になる傾向があります︒運動
不足が続くと︑体力が衰え︑ますま
す息切れが増して動けなくなるとい
う悪循環に陥ります︒散歩など安全
で効果的な運動を行いましょう︒
COPDは冬期に症状がより顕著
になる場合があります︒以前は平気
だった階段での息切
れや慢性的な咳・痰
に気が付いたら︑一
度医療機関で相談さ
れてみてください︒

診療受付時間

↘⇂↙၏ൢ≢
COPDは︑ 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
と 呼 ば れ︑ 日 本 に は500万 人 以
上の患者がいると推定されていま
す︒COPDは︑タバコなどの有害
な空気を吸い込むことによる空気の
通り道である気道︵気管支︶の炎症
や︑酸素の交換を行う肺︵肺胞︶の
弾性の低下により気道閉塞を起こ
し︑ちょっとした動作で息切れがし
たり︑頻繁に咳や痰が多く出たりし
て︑呼吸困難に至る病気の総称です︒

COPDは自覚症状がなく︑気付
かれにくい病気とされています︒代
表的な症状を紹介します︒
息切れ 階段や坂道
で息苦しくなった
り︑立ったり座った
りするのが辛くなり
ます︒同年代の人と
一緒に歩いている時︑同じ速さで歩
けなくなったりします︒
長引く咳や痰 しつこく慢性の咳と
痰が続いたり︑風邪を引いたときや
運動をしたときに喘鳴︵ぜいぜいす
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タ バ コ COPDは
別 名〝 肺 の 生 活 習 慣
病 〟 と も 呼 ば れ︑ 主
に 喫 煙 者︑ 喫 煙 歴 の
ある人に多い病気で
す︒COPDを 引 き
起こす最大の原因は︑本人がたばこ
を吸うこと︵喫煙︶です︒また他人
のたばこの煙を吸わされること︵受
動喫煙︶も発症の原因となる可能性
が指摘されています︒また︑女性は

௶Ԏᇁ ʱৈԢᄍͬɴɣ

こころの健康と法律に関する相談会
渡島保健所では、
「わけもなく不安で落ち着かない」「今後の事が気になり眠れない」「借金をしてで
も酒や買い物をしてしまう」といった、こころの健康に関する相談に応じています。
こころの健康が損なわれる背景には、多重債務などの経済問題等が複雑に関係していることもあり、
こころの健康相談と併せて、身近な法律家である函館司法書士会との合同相談会を開催します。
日

時

場

所

料

金

ご予約

平成25年３月６日㈬ 13：30〜
七飯町保健センター
無 料
平成25年２月28日㈭までに
☎47 9547渡島保健所までお電話ください

※渡島保健所管内（北斗市・松前町・福島町・知内町木古内町・七飯町・鹿部町・森町）の方の
ご相談に対応ています。

対応者

経 済 ・ 法 律 相 談：司法書士（函館司法書士会）
こころの健康相談：保 健 師（渡島保健所・七飯町）

【申し込み・問い合わせ先】

主 催

北海道渡島総合振興局保健環境部保健行政室（北海道渡島保健所）

ಜᬈ᥎ʆɸᶡ
௶˅̎˳̉ԩ
町では対象となる方に、子宮頸がん検診、
乳がん検診、大腸がん検診の無料クーポン券
を送付しています。今年度の無料クーポン券
の有効期限は２月28日㈭です。
医療機関で受ける、子宮頸がん、乳がん検
診はこの時期大変混み合います。
無料クーポン券裏面にある医療機関等に至
急ご連絡を鎧
平成24年度 無料クーポン券対象者
年齢
20歳
25歳
30歳
35歳
40歳
年齢
40歳
45歳
50歳
55歳
60歳

渡島総合振興局保健環境部保健行政室（渡島保健所）
子ども・健康推進課 精神保健福祉係
☎４７−９５４７

子宮頸がん
生 年 月 日
平成３年４月２日〜平成４年４月１日
昭和61年４月２日〜昭和62年４月１日
昭和56年４月２日〜昭和57年４月１日
昭和51年４月２日〜昭和52年４月１日
昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日
乳がん・大腸がん
生 年 月 日
昭和46年４月２日〜昭和47年４月１日
昭和41年４月２日〜昭和42年４月１日
昭和36年４月２日〜昭和37年４月１日
昭和31年４月２日〜昭和32年４月１日
昭和26年４月２日〜昭和27年４月１日

子育て健康支援課保健予防係 ☎66‑2522

ɩࠍɴʲʍΜଢ଼ኚ

共 催

七飯町

ʫʅɣʝɺʲɪᶿ

ὲᴾ定期予防接種は、接種時期を過ぎると有料になります
Ṻ

母子手帳を確認の上、まだ受けていない予防接種がある方は、早め
に接種してください。
ὲᴾ就職や進学に必要な場合もあります
Ṻ
就職や進学、実習等の際に、予防接種を
受けていることが求められる場合があります。
接種期間内にしっかりと免疫を獲得しておきましょう。
接種に必要な予診票を紛失された方はご連絡ください。
●平成２５年３月３１日まで
予防接種
対象者
生年月日
麻しん風しん第２期 小学校就学前の１年間 H18.4.2 〜 H19.4.1
麻しん風しん第３期 中学校１年生
H11.4.2 〜 H12.4.1
麻しん風しん第４期 高校３年生
H 6.4.2 〜 H 7.4.1
二種混合ワクチン
小学校６年生
H12.4.2 〜 H13.4.1
●その他の定期予防接種
予防接種
回数
接種時期
BCG
１回
生後３か月〜６か月
四種混合
初回接種
３回
追加接種
１回
三種混合
生後３か月〜 90か月（７歳半）
初回接種
３回
追加接種
１回
不活化ポリオ
初回接種
３回
追加接種
１回
麻しん風しん第1期
１回
生後12か月〜 24か月
子育て健康支援課（保健センター） 保健予防係 ☎ 66 2522

広報
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Ask Nick
ニックに聞いて

ᶿ

今回の質問

日本では2月14日はバレンタイン、3月14日はホワイトデー
がありますが、アメリカも同じですか？

【ニック】
In America, there is no White Day. Valentine's Day,

アメリカにホワイトデーはありませんが、バ

however, is celebrated or hated by almost everyone.

レンタインデーは多くの人が祝います。その一

Traditionally, this is a day for chivalry – for a man to

方で嫌う人もいます。伝統的には、騎士道の日、

show a woman that he cares. The classic American
Valentine's Day probably includes a dozen red roses,

男性が女性へ愛を表現する日と言われていま
す。アメリカでいう一般的なバレンタインは、
12 本の赤いバラとハート型の箱に入ったたく

a heart-shaped box full of assorted chocolates, and a

さんのチョコレート、そしてロマンチックな夕

romantic dinner. It is not uncommon for women to

食のことでしょう。逆に女性が男性に気持ちを

show men that they care on Valentine's Day as well.

伝えることもよくあります。伝統的な形式だけ

Creative romantic gestures are often appreciated if

でなく、自分で独創的な演出なども上手に出来

they are well-executed. For me, an ideal Valentine's

れば喜ばれます。私個人は、アドリブも少し

Day might include improvisation as well – I place

入ったバレンタインデーがいいですね。計画さ

a special value on romance that arises in unplanned
situations. When girls don't have boys to date on

れた演出以外に、自然な成り行きで起こるロマ
ンスはとても大事だと思います。バレンタイン
デーにデートの相手がいない女性は、男性の代

Valentine's Day, I often hear that we are replaced by

わりとして箱のアイスクリームとラブロマン

cartons of ice-cream and romantic movies. I hope to

ス映画と過ごすそうです。私も今年はデート出

have a date this year.

来るといいです。（訳：交流推進係）
皆さんのご質問をお待ちしています nick@town.nanae.hokkaido.jp
（ご質問が多数の場合は、こちらで選ばせていただきます。）

旧ツルヤ

7

Nanae Public Relations Vol.667

№２

通信

ٻᴾක

昨年７月、大沼（大沼・小沼・じゅんさい沼）がラ
ムサール条約湿地として登録されました。当初、新聞
やテレビで話題となりましたので御存知の方も多いと
思います。ただ、この条約に登録されたことによっ
て、具体的に大沼の何が変わるのか、疑問に思ってお
られる町民の方々も多いと思います。
結論から申しますと、何もしなければ、何も変わら
ないのが国際的紳士協定たるこの条約の特徴です。も
ともと、既存の法令（自然公園法・鳥獣保護法等）に
より守られている区域に重複して指定されるので、新
たに法的な規制が加えられる性質のものではありませ
ん。世界的に貴重であると認められた自然環境を地域
ぐるみでどのように保全していくか、住民の国際的感
性・良識を信頼し、自然環境の賢明な利用
（ワイズ・
ユース）を考え推進してもらうことがこの条約の基本
理念であるといえます。
この度、大沼がこの条約に登録され、国際的に貴重
な自然環境であるとのお墨付きを頂いた以上、我々が
この理念の推進に対する責務を負っていかなければな

第２回

澤出 明宏

大沼ラムサール協議会 副会長

りません。ラムサール条約登録を機に、大沼地区のみ
ならず、町全体で大沼の賢明な利用を考えていくこと
が求められています。
国道５号線に沿って南北に長い七飯町、ちょっと遠
いと感じるかもしれませんが、トンネルを越えて眼下
に広がる絶景は、町民皆の共有財産、七飯町の至宝で
す。景気の低迷により、道内各観光地が斜陽化する中、
ラムサール条約登録という、お墨付きをチャンスとし
て生かしていくためにも、まずは七飯に住むみなさん
が大沼のファンになって頂きたい、大沼ラムサール協
議会一同、切にそう
願っております。
冬の今、大沼の旬
なアクティビティー
は、わかさぎ釣り。こ
の 週 末、釣りたての
わかさぎを食 べに、
是非とも大沼まで足
をお運びください。

◆開催日／平成25年２月17日（日）

ミニ

午前10時〜午後５時まで

◆場 所／あかまつ公園
ポロトくん

今年も、大好評につき開催します！

◆催し案内◆
૰ᩌᢂƼǳȸȊȸ
オススメ！ Ũ൧ȭȳǰƢǂǓӨ
Ũ߾ٻȁȥȸȖƢǂǓӨ
ŨƨƜƋƛƠЈƠ
ŨǹȎȸȢȸȓȫ˳᬴

ポントちゃんも

ᚃ↖܇ᩌ↖ᢂ↫ⅵ≆≆
ӲᆔȟȋǤșȳȈ
ŨǹȎȸǴȫȕȬȸǹ
Ũᚃ܇ǽȪࡽƖȬȸǹ
Ũᩌɶྚ᠃ƕƠȬȸǹ
※変更となる場合があります。

来るよ！

ދӨǳȸȊȸ

ᝊ൬૰ᣐࠋƆૠᨂܭƇ
ŨᲫׅႸųҜЭᲫᲫ
ŨᲬׅႸųҜࢸ Ძ 

ŨƨƍƖų
ŨƓưǜ
Ũǳȸȳǹȸȗ
ŨƦƷ˂ŴȖȸǹƷЈࡃ

☆お願い☆

臨時駐車場

○２月９日㈯よりイベント準備の為、あかまつ公園利用の皆様
にはご迷惑をお掛けしますが、ご了承願います。

→

（JA 農産センター）

道

国

旧

○昨年は交通渋滞など皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたこ
とを、実行委員会一同深くお詫び申し上げます。今年は近郊
の方々のご厚意により、臨時駐車場を用意しておりますので、
多数のご来場をお願いします。

●会場及び駐車場
位置図

駐車場（公園内）

主 催／ななえチビッコ雪祭り実行委員会
後 援／七飯町、七飯町教育委員会、七飯大沼国際観光コンベンショ
ン協会、七飯町商工会、七飯 BBS 会、七飯レクリエーション
協会、七飯町青年団体連絡協議会、七飯建青会、函館地区トラッ
ク協会、七飯町商工会青年部、七飯町商工会女性部

※無くなり次第、終了いたし
ます。

あかまつ公園
←至 本町

国道５号

赤松街道

至 大中山→

問合せ／七飯町商工会青年部事務局 金子 電話６５−７１１１

広報
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固定資産税は、毎年１月１日現在の状況により１年
分課税されます。
未登記家屋の状況については、届出がないと所有者
の把握が困難であるため、平成24年１月２日以降に
変更があった場合、下記の届出書類を平成25年２月
末までに届出して下さいますようよろしくお願いしま
す。なお、届出用紙は役場、各出張所にあります。
※手続きを忘れたり、遅れたりすると固定資産税がそ
のまま課税されることになります。

○未登記家屋届出書類一覧
・家屋滅失届
未登記家屋（住宅・車庫・物置等）を取り壊した場合
に届け出ます。

・名義変更届
未登記家屋
（住宅・車庫・物置等）
の売買、相続、贈与
等により所有者の名義が変わった場合に届け出ます。

・納税管理人指定（変更）届
未登記家屋（住宅・車庫・物置等）の所有者の住所変
更や固定資産税通知書の送付先に変更があった場合
に届け出ます。
※法務局にて登記手続きをされた方は、届出の必要は
ありません。詳しくは税務課課税係へお問い合わせ
ください。

問合せ先：税務課課税係 ☎65−2515

木 村 ツ ギ ヱ さん
厚生労働大臣表彰（援護関係）を受賞
木村ツギヱさん
（本
町在住）は、第二次世
界大戦時、当時19歳で
海軍航空兵だった弟を
セレベス島
（現インド
ネシア）にて亡くされ
ました。戦後、弟を弔
うため、また、戦争で
家族を失った方々を支
えるため、七飯町戦没
者遺族会及び北海道連
合遺族会において慰霊巡拝等様々な活動を行い、多
年にわたり北海道の戦没者遺族の中心として遺族の
福祉向上のため活動を行ってこられました。今回の
表彰は、木村さんのこれまでの活動をたたえるとと
もに、そのご労苦に報いることを目的として、厚生
労働大臣より贈られております。
木村さんには、厚生労働大臣に代わり12月19日町
長応接室にて中宮町長より書状・記念品を伝達させ
ていただきました。
木村さんの長年にわたるご努力に敬意を表し、今
後、より一層ご健康でご活躍されますよう、祈念い
たします。

ݎȥɣɈᅶ࿉ಥૢঠ႕ો
ᅶ࿉ಥૢঠ႕ોɄɃɈȤࡄȞ
毎年、冬になりますと沿道建物等からの落氷雪による死傷事故が多く発生しています。皆さんも冬期
間の生活にはご苦労されていると思いますが、冬期間の通行を円滑にし、事故を無くするため、特に、
次のことに注意するようにお願いいたします。
◇落氷雪事故の発生が懸念されるような沿道建物等については、雪止めを設置するようにしてください。
◇既に雪止めが設置されている場合であっても、針金等の錆、老朽化等による破損が原因で落氷雪
事故が発生することもあるため、必ず点検し、破損等が発見された際は早急に修繕するようにし
てください。
◇落氷雪事故は気温がマイナス３度からプラス３度程度のときに発生しやすいという特徴があるた
め、早めに除雪するとともに、除雪の際には歩行者や遊んでいる子ども等に十分注意するように
してください。
◇落氷雪があった場合は、直ちに事故がないか確認するとともに、歩行者の
通行の支障にならないように排除してください。
◇交通事故及び交通障害防止のため、屋根からの落氷雪や敷地内の積雪を道
路に出さないようにしてください。
◇軒下を通行するときは、屋根からの落氷雪に十分注意するようにしてくだ
さい。
◇軒下や道路では、絶対に子どもを遊ばせないようにしてください。
◇ビルの壁、窓枠、突出看板等からの落氷雪は少量でも危険であるため、早めに付着した氷雪の除
去を行うようにしてください。また、落氷雪の除去の際には歩行者への十分な安全対策を行うよ
うにしてください。

北海道開発局・北海道・北海道警察

9
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■児童福祉施設へ
北海道コカ・コーラボトリング株
式会社では︑地域に対する社会貢献
活動の一環として昭和 年から毎年
福祉施設の子どもたちや高齢者の
方々にクリスマスプレゼントを続け
ており︑今回で 回目となります︒
今年も次世代
を担う子どもた
ちへのプレゼン
トとして︑町内
の児童福祉施設
へおよそ１１０
０本の製品をい
ただきました︒
ありがとうご
ざいます︒
43

町道峠下２号線改良舗装工事︵平
成 年度施工分︶が終了しました

45

平成 年度電源立地地域対策交付
金事業として行った町道峠下２号線
︵ 起 点 ⁝ 峠 下 ３ ２ ６ １・ 終 点 ⁝ 峠
下３６３︶の一部について︑道路改
良工事が終了しました︒工事の財源
となりました電源立地地域対策交
付金とは︑発電所の所在する市町村
︵ 電 源 立 地 地 域 ︶ を 対 象 に︑ そ の 所
在する発電所の基準発電電力量に応
じて国から交付される交付金で︑七
−

30

10

２月号

広報

飯町では峠下にある北海道電力七飯
発電所が対象施設となっており︑平
成 年度は４７００千円が交付され
ております︒

公民館講座作品展を開催

00

公民館講座受講生の作品展を開催
します︒
洋裁・書道・かな書道・水彩画・
木版画・ステンドグラス・ポルトガ
ル刺繍・花あそび・生け花など多数
の作品を展示しますので是非ご覧く
ださい︒
■日時／２月 日㈬〜 日㈫９時
分〜 時 分
︵最終日は 時 分まで︶
■場所／七飯町文化センターギャラ
リー

﹁財務行政懇話会﹂開催のお
知らせ

00

13

■相談担当者／七飯町人権擁護委員
■日時／２月18日（月）午後１時〜３時
■会場／七飯町文化センター 201会議室
●問合せ先／総務課総務係 電話 65−5791

■相談担当者：七飯町行政相談委員
■開 設 日 時：２月12日（火）、26日
（火）
午前10時〜正午
■開 設 場 所：七飯町文化センター 203会議室
●問合せ先／総務課総務係 ☎ 65−5791

19

17

13

00

財務省函館財務事務所主催による
﹁ 財 務 行 政 懇 話 会 ﹂ を︑ 左 記 の と お
り開催いたします︒
参加希望の方は函館財務事務所総
務課までご連絡ください︒
■開催日時／２月 日㈭ 時 分〜
時 分
■会場／七飯町文化センター
■内容等／説明 財務省函館財務事
務所長 武本 雅臣
﹁我が国財政の現状と課題﹂
﹁金融犯罪被害にあわないために﹂
■連絡先／財務省函館財務事務所
総務課
☎
８４４５
14

身近な法律問題や人権問題などの困りごとや心配
ごとに七飯町人権擁護委員が応じます。
相談は無料で、相談ごとの秘密は厳守されます。
どうぞお気軽にご利用ください。

ǽᄒȨɦɁᄾᝬᄾਖ਼ȻȪȹǾّኄɁ̜̈́ȾᩜȬɞᔍষȽȼɁᄾᝬɥ
ȝՙȤȪǾӒɗᩜΡᚐൡᩜȾߦȬɞᣮᅺȽȼɥᚐȶȹȗɑȬǿ
ǽᄾᝬɂི୳ȺǾᄒȨɦɁ௨ɜȪȾᩜȬɞȦȻɥࢿȢՙȤ͇Ȥȹȗ
ɑȬɁȺȝᢌȾȧᄾᝬ˩Ȩȗǿ

21

30

人権擁護委員はあなたの町の身近な相談相手

皆さんの声を行政に届けます。

24

15

23
−

24

24

七飯町育英基金奨学生募集
平成 年度育英基金奨学生を募集
します︒
※前年度に引き続き貸付を希望する
方も新たに申請が必要です︒
■条件等
○七飯町に在住している方︑もしく
はその扶養する方︒
○ 大 学 院︑ 大 学︵ 短 大 ︶︑ 高 等 専 門
学校︑高校に在学又は入学が確実
なこと︒
○学費に乏しいこと︒
○身体健康︑学業優秀︑性行善良で
あること︒
○保護者及び連帯保証人は町税等滞
納していないこと︒
■貸付額︵月額︶
◆大学院︑大学︵短大︶
・公立 １５︐０００円
・私立 ２０︐０００円
◆高専
・公立
８︐０００円
・私立 １５︐０００円
◆高校
・公立
７︐０００円
・私立 １５︐０００円
■申込期間
３月４日㈪〜３月 日㈮
教育委員会 学校教育課庶務係
︵文化センター内︶
☎
２０６７
25

66
−

町長へ目録贈呈

2
託児体験イベント

↗⇟⇕⇩∏∐⇮∞⇵↝܇
IN ななえ 開催
子育て中のお母さんが
「託児」
を利用しながら、気
軽に講座を受けることができます。
楽しい内容となっ
ていますので、皆さんの参加をお待ちしています。

人権擁護委員に
森 下氏、飯 田氏
法務省は、平成25年１月１日付で、人
権擁護委員に森下英治氏
（再任）、飯田祐
紀子氏
（新任）を委嘱しました。任期は３
年間です。
相談ごとの秘密は厳守されますのでお
気軽にご相談を。

日
時：２月21日（木）午前10時〜正午
時
（木）午前 時
午
場
所：文化センタースペース201
参 加 費：300円（当日集金します）
内
容：ラミネートＭＹカレンダーの作成・味噌作り
定
員：25名
留意事項：写真や子どもが描いた絵を持ってきて下さい。
託児は無料です。飲み物やおやつは持参し
て下さい。
申
込：南渡島ファミリー・サポート・センター
電話７７−０７８８ ２月15日（金）まで

ዿ²¶᥄֪ᦐ¡ۋඋం૮ᆌᜟϥ
道南農業試験場などが開発した最新の農業技術
等を、いち早く皆様にお伝えします。
○日 時
○場 所

平成25年２月27日（水）
13時〜16時 （受付：12時30分〜）
北斗市農業振興センター
（北斗市東前74の２

○内
１
２
３
４
５
６
７

電話0138‑77‑7667）

容
新しいもち米品種「上育糯464号」
肥料高騰に対応したリン酸減肥技術
ブランド米生産に向けた「ゆめぴりか」の
栽培指針
スプレーカーネーションの花持ち向上技術
業務向けかぼちゃの供給期間拡大技術
平成24年度の発生にかんがみ注意すべき病
害虫
道南農業のトピックス
など

○参加料

無 料
〈お問い合わせ先〉

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構
農業研究本部 道 南 農 業 試 験 場

電話 77−8116
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森 下 英 治氏

飯 田 祐紀子氏

競争入札参加資格
審査申請
（指名願）受付について
平成25・26年度

平成25・26年度における競争入札参加資格審査
申請（建設工事・物品等）の受付を行います。
競争入札に参加を希望される方は、入札参加資
格審査の申請をお願いします。
※詳しくは、ホームページをご覧頂くか、担当課
にお問い合わせください。
なお、町税等の完納を確認する際は、使用料
及び手数料など町に対する債務が完納されてい
ることをご確認ください。
●申請受付期間
平成25年２月１日から
平成25年２月28日まで（土日祝を除く）
●提出書類
【建設工事等】
・様式は北海道モデル（市町村統一様式）を使用し
てください。
・受付窓口 土木課管理係（電話65−5795）
【物 品 等】
・申請用紙は町の独自様式です。
・申請用紙は財政課窓口または町ホームページに
て入手できます。
・受付窓口 財政課財政係（電話65−5797）

2
ĶఘଞɈȹɛɈႨਆķ参加者募集のお知らせ
ɣʝʈɬԑ᪆ӱʣఖಢԑʱለɣʆɣʪκʉʲʅɣʪʍᶿఖಢԑʂʅɾɿ৮ɣɿɰᶿ
歴史があるのに今一つ理解されにくい日本刀の魅力をやさしくお話しいたします。また、日本刀を
実際に手に取ってその美しさを鑑賞していただきます。

◯日
時
◯会
場
○講
師
○定
員
○申込み先

２月16日（土） 10：00〜16：00
七飯町文化センター 201会議室
宮入小左衛門行平（刀工）・阿部一紀（研師・東京都銃砲刀剣類登録審査員）
30名（先着順）
七飯町歴史館（生涯教育課文化財係） 電話66−2181

◆
◆ 講 座 内 容 ◆◆
10：00〜12：00
・やさしい日本刀の話
日本刀ってどこから来たの、いつからあるの？何が美しいの？ そんな疑問に刀鍛冶が答えます。
・日本刀を持ってみよう
日本刀って怖い、そんなあなたでも少しのアドバイスで日本刀を手に取り、鑑賞の仕方を学ぶことが出来ます。
13：00〜16：00
・日本刀の美を求めて〜研磨技法と日本刀の保存〜
日本刀の研磨って、ただ光らせるだけではありません。たくさんの決まりがあり、
技術を身につける長い修行が必要です。研師の知られざる世界をご紹介します。
・日本刀の取扱い〜お手入れと保存方法〜
怖くて長くて扱いにくいと先入観をお持ちの方でも簡単に出来るように、手入
れの仕方を指導します。今日まで日本刀が伝わった意味を実感しましょう。

七飯町 図書館司書が選ぶ今月の１冊 おすすめ！
『見てすぐできる！
図書室より
「大人の作法」の早引き便利帳』
【編】ホームライフ取材班（青春出版社）

食事の作法や訪問時の作法など、毎
日の暮らしにすぐに役立つものや、
参拝・冠婚葬祭などで役に立つ意外
と知らない
「しきたり」や
「マナー」を
イラストとともにわかりやすく紹介。
いざというときに役に立つ１冊です。

ጱ᭙ʍ更なる
更なるご協力
ご協力ʱɩᯓɣɶʝɸ
厳冬期ではございますが、町民の皆様の安全・安心な
生活を守るため、節電の更なるご協力をお願いします。

■節電目標／７％以上の節電

※一昨年実績との比較

■節電をお願いしたい期間等
※１月７日以降変更になっております。
H25年１月７日㈪〜３月１日㈮

平 日８〜21時
H25年３月４日㈪〜３月８日㈮

▲

開館時間／日曜・祝日を除く 午前９時〜午後５時まで

平 日16〜21時

■ご家庭等での節電のポイント
〜節電にご協力
いただきたい電化製品〜

冬のご家庭での消費電力（19時）

照明・冷蔵庫・テレビ等

全国送料無料

を中心に、普段お使いの
電気製品について節電の
ご協力をお願いします。

〈具体的な節電対策等〉
北海道電力のホームページや節電ダイヤルをご利用願います。

【節電ダイヤル（通話料無料）】0 1 2 0 0 0 9 4 2 8
【ホームページアドレス】
http://www.hepco.co.jp/power̲saving/index.html
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第 32 回

全日本実業団対抗女子駅伝

例年大沼において夏季合宿を行っている実業団女子陸上チーム「デンソー女子陸上長距離部」と
「ノーリツ女子陸上競技部」が、平成24年12月16日㈰に宮城県で開催された『第32回全日本実業団対
抗女子駅伝競走大会』に出場しました。
結果は、９年連続20回目出場、前年５位の「デンソー女子陸上長距離部」は過去最高の２位、ま
た、４年連続14回目出場、前年25位の「ノーリツ女子陸上競技部」は過去３年の順位を大きく上回る
17位という成績を収めました。
日本三景の一つ、松島から杜の都、仙台陸上競技場まで続く６区間42.195㎞を駆け抜け、勇気と感
動を与えてくれた両チームの皆さん、「本当におめでとうございます‼」
また来年、今年以上の成績を収める事ができるよう、そして、大沼の地を駆け抜ける皆さんの姿を
心待ちにしております。
【平成24年大沼夏季合宿の様子】

■デンソー女子陸上長距離部

■ノーリツ女子陸上競技部

建設工事等入札結果の公表（12月入札分）
発注担当課

入札執行年月日

工事名又は委託業務名

平成24年12月11日 町道等補償補修その６工事

土木課

平成24年12月11日 本町11号線舗装補修工事
平成24年12月25日 大七沢川護岸補修工事
平成24年12月28日 七飯町道路台帳整備委託業務

都市住宅課

水道課

契約金額（税込） 予定価格（税込） 落札比率 参加業者数 完成又は委託期限

世紀東急工業㈱
渡島営業所

2,100,000円

2,173,500円

96.6%

３社

平成25年３月29日

水島道路㈱

4,830,000円

5,092,500円

94.8%

４社

平成25年１月７日

函館産業機械㈲

3,349,500円

3,517,500円

95.2%

４社

平成25年３月11日

㈱ GIS 北海道
函館支店

3,402,000円

3,549,000円

95.9%

４社

平成25年３月29日

平成24年12月26日 緑町団地解体工事その５

㈱マルエイ柴田土建

6,037,500円

6,331,500円

95.4%

6社

平成25年２月28日

平成24年12月26日 緑町団地解体工事その６

㈱石岡工業

7,665,000円

8,074,500円

94.9%

6社

平成25年２月28日

平成24年12月3日

公共下水道
汚水管渠新設その５工事

東栄興業㈱

6,090,000円

6,436,500円

94.6%

５社

平成25年３月22日

平成24年12月10日

大沼下水浄化センター
機械設備修繕工事

クボタ環境サービス㈱
北海道支店

7,560,000円

8,484,000円

89.1%

３社

平成25年３月25日

平成24年12月25日 水道施設電気計装設備修繕工事

北海道富士電機㈱

4,116,000円

4,473,000円

92.0%

４社

平成25年３月27日

平成24年12月13日 大沼中学校教員住宅解体工事

㈲ケイエムティ・
コマツ

3,958,500円

4,168,500円

95.0%

４社

平成25年２月28日

㈱北匠建築設計事務所

4,200,000円

4,630,500円

90.7%

４社

平成25年３月29日

学校教育課
平成24年12月26日
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請負業者名

大中山小学校校舎棟耐力度
調査委託業務
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○道路を狭くして通行の妨害になります。

違法駐車があるために交通の渋滞を引き起こし、スムーズな走行が出来なくなることがあります。
また、歩道上の駐車車両は駐車違反となり、歩行者の妨げにもなります。

○交差点付近での事故原因となります。

交差点付近の違法駐車車両は、通行する車両や歩行者の見通しを妨げ、発見が遅れるおそれがあり、
交差点事故の原因となります。

○緊急車両の活動を妨げます。

狭い道路に違法駐車がある時は、他の車両が通行不能となります。特に、消防車や救急車などの緊急
車両の活動を妨げ、人命救助に重大な影響を与えます。

○歩行者事故などの原因になります。

住宅街での違法駐車は、駐車車両の直前・直後から幼児、児童の飛び出しによる事故や、夜間には走
行車両が駐停車車両に気付かず衝突するなど、交通事故の原因にもなります。

○道路作業の大きな障害となります。

道路の補修・清掃といった作業が違法駐車のため妨げられます。
また、これが交通渋滞の原因にもなります。

○除排雪作業の障害となります。

違法駐車が除排雪作業の妨げとなり、住民に迷惑をかけ、生活にも重大な影響を与えます。

ŝ23ॢɈଁ྅෨໘ૢॣཡ౺࣍
・七飯交番管内
・七飯南駐在所管内
・峠下駐在所管内
・大沼駐在所管内

非侵入盗（その他）４件、器物損壊３件、他５件
事件は発生しませんでした
空き巣ねらい２件、住居侵入１件、他３件
非侵入盗（その他）１件

計１２件
計 ０件
計 ６件
計 １件

※車上狙い被害防止について
七飯町管内では昨年１月から３月にかけ、スーパー、コンビニ、温泉、スキー場の各駐車場で
車上狙いの盗難被害が発生しましたが、今年も同様の被害発生が予想されます。車両から離れる
際は、車内に貴重品の入った鞄などを置かないようにして下さい。また、外から車内に荷物が置
いてあるのが見えないようにして下さい。

※灯油の盗難被害防止について
昨年12月に七飯町管内で、ホームタンクから灯油が抜き取られる被害が連続して発生しており
ます。被害時間は深夜帯と思われます。ホームタンクのキャップに施錠設備を設けるなど、被害
防止に注意して下さい。また、深夜に不審な人・車両を目撃した時や物音を耳にした際は、110番
通報して下さい。
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●内容／「たこ焼き作り」雪遊びもします。
＊飲み物・着替え・防寒着の用意をお願いします。
●会場／大中山子育て支援センター（大中山保育所内）
（予約は要りませんので、
ご自由においでください）

子育て支援センター
問合せ・申込先／
本町子育て支援センター
大中山子育て支援センター

電話・FAX 83 6321
電話・FAX 64 5535

ちびっこ広場
●対象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者
●日時／毎週月曜日 午前10時〜11時30分
２月25日㈪は「ひな祭り」をします
●会場／大沼多目的会館（ポロトポント）第１研修室
（予約は要りませんので、
ご自由においでください）

本町子育て支援センター
■サロン自由開放
●対象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者
●日時／毎週金曜日 午前10時〜11時30分
午後１時30分〜３時
■わくわくルーム（２歳前サロン自由開放）
●対象／２歳前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方の参加もできます。）
●日時／毎週水曜日 午前10時〜11時30分
午後１時30分〜３時
●会場／どちらも本町子育て支援センター
（七飯ほんちょう保育園内）
（予約は要りませんので、
ご自由においでください。
）

大中山子育て支援センター
■サロン自由開放
●対象／０歳から就学前までの乳幼児と保護者
●日時／毎週月曜日・木曜日 午前10時〜11時30分
■すくすくすくルーム（１歳６ヶ月前サロン自由開放）
●対象／１歳６ヶ月前までの乳幼児と保護者
（妊娠されている方の参加もできます。）
●日時／毎週月曜日・木曜日 午後１時30分〜３時
●会場／どちらも大中山子育て支援センター
（大中山保育所内）
（予約は要りませんので、
ご自由においでください。
）

あそんで SUNDAY パパ
■お父さんのための日曜サロン開放日
●対象／町内在住の就学前の幼児と父親、祖父
●日時／２月17日（日） 午前10時〜12時

今月の子育て講座

参加者募集！

■第13回 子育て講座〜食育「かわいいちらし寿し作り」〜
●日時／２月19日（火）午前10時〜12時
●講師／岩崎 かおるさん
●参加費／大人400円
子ども100円
●対象／就学前の子どもの保護者
●参加人数／16人（定員になり次第締め切ります）
●会場／文化センター調理室
●募集期間／2月１日（金）〜2月13日（水）
●託児あります／１人200円
（２人目から100円）
（保険料が含まれます）託児室／リハーサル室
＊託児の持ち物〜飲み物、着替え、外遊びの準備
（防寒着）など
＊大人〜エプロン、三角巾など
＊申し込み・お問い合わせ／
本町子育て支援センター
電話 83−6321
大中山子育て支援センター
電話 64−5535

今月の子育て広場
福祉課地域福祉係 電話 65−2514
●内容／鬼とあそぼう！みんなで豆まき！
●日時／２月２日（土） 午前10時〜11時30分
●対象／幼児・児童とその保護者（申込不要、自由参加です）
●会場／大中山コモン 大ホール
（注：ホール内は飲食
禁止です）大中山３丁目275番地２
電話 65 − 9711
●参加費／無料
主 催：七飯町民生委員児童委員協議会

図書室ミニ展示コーナー
生涯教育課文化振興係 電話 66−2068
■地域センター図書室／「節分とひなまつり」
■大中山コモン図書室／
「冬の寒さに負けない！体が温まるレシピ掲載本」

今月の読みきかせ会「絵本の日」
七飯町図書室 電話 64−0006
●日時／２月23日㈯ 午前11時〜
●会場／地域センター図書室
（読みきかせサークル ぴょーん）

「広報ななえ見たよ」とご予約された方は

15

Nanae Public Relations Vol.667

FEB.
月号

２

第66 号

7

■発行日／平成 年２月１日 ■発行／七飯町

25

■編集／政策推進課広報統計係
〒
七飯町本町６丁目１番１号

041
−
1192

☎
２５１１㈹ ■印刷／さくら共同作業所

65
−

［6：30］大中山コモン
友引 基本健診・特定健診・各種がん検診（集団検診）

±㊎
²㊏

サロン自由開放
［10：00］
［13：30］
本町子育て支援センター
富良野GROUP2013冬「明日、悲別で」七飯公演［19：00］文化センターパイオニアホール

基本健診・特定健診・各種がん検診（集団検診）
［6：30］保健センター
先負 子育て広場「鬼とあそぼう！みんなで豆まき！」
［10：00］大中山コモン大ホール
平成24年度第28回交通安全図画ポスター展（〜７日）文化センター
第47回大沼函館雪と氷の祭典
［10：00］
大沼国定公園・公園広場
休日当番医［9：00〜15：00］／小児科ひよこクリニック（265 1311）
仏滅 小学生スポーツ教室⑦
［9：00］
スポーツセンター
［10：00］文化センター調理室
㊐ ふぁみりーでぃみゅーじあむ「えほうまきをつくろう！」
第47回大沼函館雪と氷の祭典
［10：00］
大沼国定公園・公園広場

³
´㊊
µ㊋
¶㊌
·㊍
¸㊎
¹㊏
±° ㊐
±± ㊊
±² ㊋
±³ ㊌
±´ ㊍
±µ ㊎
±¶ ㊏
±· ㊐

［10：00］
大沼多目的会館
（ポロトポント）
大安 ちびっこ広場

サロン自由開放［10：00］
大中山子育て支援センター
すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター

赤口 ２か月児赤ちゃんサロン
［9：40］
保健センター

乳児健診［12：00］
保健センター

先勝 わくわくルーム（2歳前）サロン自由開放［10：00］
［13：30］本町子育て支援センター

夜の博物館「ナナエガク３〜紅葉館と詩歌」
［19：00］歴史館技工室

赤口 サロン自由開放
［10：00］
大中山子育て支援センター

先勝

友引

サロン自由開放［10：00］
大中山子育て支援センター
すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター

すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター
サロン自由開放
［10：00］
［13：30］
本町子育て支援センター

ジュニア探検クラブ「わかさぎ釣りに挑戦！」
［9：30］歴史館ほか

先負 休日当番医
［9：00〜15：00］
／ななえ新病院（265 2525）

小学生スポーツ教室⑧
［9：00］スポーツセンター

［10：00］
大沼多目的会館（ポロトポント）
仏滅 ちびっこ広場

サロン自由開放［10：00］
大中山子育て支援センター
すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター

大安 定例行政相談
［10：00］
文化センター203

赤口

［12：00］
保健センター
友引 １歳６か月児健診

先負
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²¸ ㊍

３歳児健診［12：00］
保健センター
わくわくルーム（2歳前）サロン自由開放［10：00］
［13：30］本町子育て支援センター

先勝 サロン自由開放
［10：00］
大中山子育て支援センター

サロン自由開放
［10：00］
［13：30］
本町子育て支援センター

すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター

仏滅

先勝

休日当番医［9：00〜15：00］／松倉整形外科クリニック（265 0151）

友引 休日当番医［9：00〜15：00］／野畔の花クリニック（267 5111）

先負

第12回スキーフェスティバル IN NANAE 兼 平成24年度渡島スポーツ
レクリエーションフェスティバル スキー大会［9：30］スポーツセンター
定例行政相談［10：00］
文化センター203

MAR.

（〜19日）
［9：00］
文化センターギャラリー
仏滅 公民館講座作品展

大沼老人大学閉講式［11：00］大沼婦人会館
わくわくルーム（2歳前）サロン自由開放［10：00］
［13：30］本町子育て支援センター

［10：00］
文化センター
大安 七飯老人大学閉講式

サロン自由開放［10：00］
大中山子育て支援センター
すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター

赤口 大中山老人大学閉講式
［10：00］
大中山コモン

サロン自由開放
［10：00］
［13：30］
本町子育て支援センター

初心者のための日本刀講座
［10：00］
文化センター201会議室
休日当番医［9：00〜15：00］
／丸山内科医院
（265 0055）

友引 七飯町少年少女フットサル大会
［9：15］
スポーツセンター

第２回ななえチビッコ雪まつり［10：00］
あかまつ公園
あそんでSUNDAYパパ「たこやき作り」
［10：00］大中山子育て支援センター
人権困りごと心配ごと相談
［13：00］
文化センター201
先負 ちびっこ広場
［10：00］
大沼多目的会館
（ポロトポント）
㊊ サロン自由開放［10：00］大中山子育て支援センター
すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター
［10：00］
七飯町文化センター
仏滅 第13回「子育て食育講座」

大安

友引 サロン自由開放
［10：00］
［13：30］
本町子育て支援センター

健康相談［9：30］大沼多目的会館

先負

仏滅 休日当番医［9：00〜15：00］／たかはし皮膚科クリニック（266 2188）

先勝 七飯町少年少女フットサル大会
［9：15］
スポーツセンター

±¸
±¹ ㊋
²° ㊌

±㊎
²㊏
³㊐
´㊊
µ㊋
¶㊌
·㊍

２か月児赤ちゃんサロン［9：40］
保健センター
乳児健診［12：00］
保健センター

わくわくルーム（2歳前）サロン自由開放［10：00］
［13：30］本町子育て支援センター

第８回春季ミニバレーボール大会［9：00］スポーツセンター
ふぁみりーでぃみゅーじあむ「くるん DE さくらもち！」
［10：00］文化センター調理室
ちびっこ広場［10：00］
大沼多目的会館（ポロトポント）

大安 サロン自由開放
［10：00］
大中山子育て支援センター

すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター
健康相談［9：00］大中山コモン

赤口 ２か月児赤ちゃんサロン
［9：40］保健センター

乳児健診［12：00］
保健センター
平成25年第１回七飯町議会定例会
［10：00］
役場議場

先勝 夜の博物館
「ナナエガク４〜ななえの産業史」
［19：00］歴史館技工室

平成25年第１回七飯町議会定例会（3/6〜3/22までの予定）
［10：00］役場 議場
わくわくルーム（2歳前）サロン自由開放［10：00］
［13：30］本町子育て支援センター

友引 サロン自由開放
［10：00］
大中山子育て支援センター

すくすくルーム（1歳6か月前）サロン自由開放［13：30］大中山子育て支援センター
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発
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12月１日〜12月31日
５件
５人
０人

累

交通事故死ゼロ日数 12月31日現在
平成24年12月末現在
（ ）内は先月比

七つの輪は、緑色で豊かさを示し、各集落が円く、
しかも、固く団結し末永く発展することを象徴している。

計（前年比）
59件（＋１）
75人（−２）
１人（±０）

人口

■この広報紙は再生紙を利用しております。２月号印刷部数 11,500 部、印刷
経費１部 120.96 円。■表紙の広報ななえの文字は、
特産品の「りんご」をイメー
ジした文字です。■「広報ななえ」の録音テープもあります。
35日 ■広告の内容については各掲載事業者へお問い合わせください。

28,859人（＋12)

男
女

13,306人（＋13）
世帯数
15,553人（− 1）

12,988世帯（＋15）

