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寿都町決算の財政比率の公表について
寿都町の平成２９年度の健全化判断比率（地方公共団体の財政状況を表す統一的な指標）は下記のとおり
となっております。
全ての比率において早期健全化基準を下回りましたが、これまでの公共施設などの整備で地方債の借入返
済金（公債費）が増加しているため、実質公債費比率については今後も高い水準が見込まれており、より一
層の健全な財政運営に努めなければなりません。

健全化判断比率
実質赤字比率

将来負担比率

一般会計の歳出に対する歳入の不足額（いわゆる
赤字額）の標準財政規模（※１）に占める割合のこ
とで、平成２９年度決算見込では一般会計は赤字で
はないことから、「－」の表示になっています。

一般会計の地方債残高（将来返済する地方債の元
金総額）や将来支払う可能性のある負担金などの額
の標準財政規模に占める割合のことで、この比率が
高くなるほど、将来の財政を圧迫する可能性が高く
なります。平成２９年度の比率は、７８．３％で、
地方債残高の減少などにより前年度と比較して
２１．８％減少していますが、全道的に見ると高い
水準であるため、将来を見据えた財政運営を図る必
要があります。

※１ 町税に、普通交付税や譲与税などを加えたその団体
の収入規模を示すもので、平成２９年度決算見込額は
２０億６，４００万円です。

連結実質赤字比率

（単位：％）

一般会計のほか、全ての特別会計の収支の合算額
に対する標準財政規模に占める割合のことで、平成
２９年度決算見込は全ての会計で赤字ではないこと
から、「－」の表示になっています。

項 目

実質公債費比率
一般会計の公債費のほか、特別会計の公債費相当
額を合算した額などの標準財政規模に占める割合の
ことで、平成２９年度の比率は１３．６％になり、
前年度と比較して１．７％減少しています。
主な要因は公共事業などの地方債の償還が終了し
たことなどが影響しており、公債費負担適正化計画
（※２）を策定する基準（１８．０％）を下回って
いますが、今後も高い比率が予想されることから、
適正な地方債の発行に努める必要があります。
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※２ 実質公債費比率を１８．０％未満に抑制するための計画

資金不足比率
（単位：％）

各公営企業会計の資金不足額を示す割合です。
本町の各公営企業会計は、資金不足ではないこと
から、
「－」の表示となっており、良好な状態です。
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会 計 名

比 率

早期健全化基準

簡易水道事業特別会計

ー

20.0

公共下水道事業特別会計

ー

20.0

風力発電事業特別会計

ー

20.0

長寿をお祝いして

敬老会

「敬老の日」を前にした９月１４日、町内にお住まいの数え年で７５歳以上の方(７１２名)をお祝いする
「寿都町敬老会」を総合文化センターで行い、１４３名の方が出席されました。

米寿おめでとうございます
米寿おめでとうございま
《敬称略》

片澤 由夫
岩谷 ヨシ
加藤 芳子
宮澤美津子
熊谷 大清
白川ハルヱ
阿部
實
答院篤子
横川みつ子
芳賀 キヨ
西澤 誠悦
上谷
子
三上 キリ
川地 ヨヱ

（横
（横
（大
（渡
（歌
（矢
（矢
（新
（樽
（新
（歌
（新
（歌
（横

澗）
澗）
磯）
島）
棄）
追）
追）
栄）
岸）
栄）
棄）
栄）
棄）
澗）

宮本マツヱ
天神林カチ子
本庄アサ子
島田 節子
佐藤 幸雄
山本 政男
田井 鐵政
相馬ユキヱ
楢山フミ子
深山 順子
柴田 豊子
田川 義一
佐々木幸子

（歌 棄）
（建 岩）
（横 澗）
（矢 追）
（樽 岸）
（下湯別）
（矢 追）
（大 磯）
（新 栄）
（新 栄）
（矢 追）
（矢 追）
（鮫取澗）

寿都町議会小西正尚議長をはじめとしたご来賓の方々
から多くのお祝いの言葉が贈られ、今年度めでたく米寿
を迎えられた皆さんには、片岡春雄町長からお祝いの記
念品が贈呈されました。
また、出席者を代表した、櫻庭一男さん(渡島町)から
のお礼の言葉では「これからも健康であること、そして
地域貢献に努めていきたい」と感謝の気持ちと心強い言
葉が述べられました。

平成３０年９月５日現在

会場を盛り上げてくれた
保育園児によるお遊戯と桂三段さんによる公演

西方

歓談の様子

東方

和やかな雰囲気の中始まった祝宴は、寿都保育
園児による元気いっぱいのお遊戯や、帯広市出身
の落語家の桂三段さんによる公演が行われ、会場
は笑顔と拍手であふれていました。
参加者は昔話に花を咲かせたり、お互いの長寿
と健康を祝いながらお酒を酌み交わし歓談するな
ど、楽しい時間となりました。

平成３０年度

寿都町長寿番付表

《敬称略》

森内 タミ 106歳（有戸） 横 綱
中井 光枝 101歳（六条） 大 関
澤田 ユキ 99歳（矢追） 関 脇
蠣崎 チサ 99歳（大磯） 小 結
三浦 ミサ 98歳（歌棄） 前頭１
小鷹 定幸 97歳（弁慶） 2
藤井キミヱ 96歳（矢追） 3
成田 つや 96歳（下湯別） 4
中里 みず 96歳（渡島） 5
越中キクヱ 96歳（歌棄） 6
小野としゑ 96歳（能津登） 7
小川ヒロ子 96歳（開進） 8
工藤つや子 96歳（新栄） 9
上戸 ツル 95歳（新栄） 10
田
茂 95歳（大磯） 11
問谷重次郎 95歳（建岩） 12
前川 キク 94歳（開進） 13
田中 富雄 94歳（種前） 14
長内 一弘 94歳（鮫取澗） 15
敦賀
操 94歳（開進） 16
五十嵐亭子 94歳（歌棄） 17
村上 宮子 93歳（新栄） 18
吉﨑 惠子 93歳（大磯） 19
木村 敏晴 93歳（矢追） 20

清藤 福榮 102歳（歌棄）
坂井ミヤ子 99歳（樽岸）
佐藤 桂子 99歳（新栄）
角谷ハナヨ 98歳（矢追）
田中トミヱ 97歳（下湯別）
髙橋 タマ 97歳（歌棄）
高村アイ子 96歳（開進）
橋本
子 96歳（有戸）
德田 友春 96歳（鮫取澗）
森田ハツヱ 96歳（歌棄）
長内チカ子 96歳（歌棄）
佐々木トシ子 96歳（歌棄）
山代 美重 95歳（能津登）
遠山 アサ 95歳（新栄）
田中 壽男 95歳（岩崎）
柳谷 ひで 94歳（樽岸）
上野 ツル 94歳（能津登）
宮本スジヱ 94歳（渡島）
宮下 ヌイ 94歳（新栄）
山崎トキエ 94歳（新栄）
長 キヨミ 94歳（新栄）
森 トヨヱ 93歳（鮫取澗）
泉谷
博 93歳（岩崎）
佐藤 貞子 93歳（開進）
平成３０年９月５日現在
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寿都町開基３５０年

〜記念特集〜

寿都鉄道の歴史（其の１）〜開通〜
寿都鉄道は、１９２０年（大正９年）から１９６７年（昭和４２年）まで、黒松内と
寿都の間１６．５ｋｍを結んで運行しており、寿都の農林水産物や鉱石を運ぶ貨物輸送
や、町民の足として重要な役割を担っていました。
その歴史は、開業から廃止までさまざまな逸話が遺されています。

寿都鉄道株式会社

監修：寿都町文化財
保護調査委員
【 佐藤 幸男 氏 】

設立へ

１９０４年（明治３７年）、函館から小樽をつなぐ北海
道鉄道（現ＪＲ函館本線）が開通しましたが、内陸を
通したため、日本海沿岸は見捨てられた形となりまし
た。寿都、岩内、瀬棚、江差などは支線の誘致運動を
進め、国に対し陳情や鉄道敷設の請願書の提出を幾度
となく行いましたが、請願書は国会で採択されるもの
の、国鉄がやってくる見通しは全く立ちません。
その最中、私鉄計画がもち上がり、１９１７年（大
正６年）、後に寿都鉄道の父となった福井県三国出身
の畑金吉が寿都を訪れたことで、鉄道開通は実現に向
【「後志大観」(１９３０年)より
けて一気に具体化していきます。
寿都鉄道の父 畑 金吉 （前列右から三人目）】
畑金吉は私設鉄道経営を出願し、輸出入物の搬送に
係る産業発展上、また軍事上においても必要な路線と認められ、１９１８年（大正７年）に「軽便鉄道敷設免
許状」が交付されました。
免許が交付されたことで、畑金吉が中心となり株式会社の創設に向けて着手されましたが、同年、明治期から毎
５００トン以上水揚げされていた寿都郡のニシンが、４１トンに留まるといった大不漁に見舞われました。
年７，
株券の引き受け手が心配されていましたが、募集を開始したところ申込みは殺到、多くの株券を函館などの
実業家が購入する結果となりましたが、取締役社長に函館区選出の衆議院議員佐々木平次郎、専務取締役を畑
金吉とし、正式に寿都鉄道株式会社が設立されました。

困難を極めた工事 そして営業運転開始
１９１９年（大正８年）の春から敷設工事が始まりましたが、樽岸と寿都の間に２カ所もの固い岩地が見つ
かり難工事となったことや、第一次世界大戦の影響で物価が高騰したことで工事費用が当初予算を大幅に上回
りました。
また、中の川と作開に土工部屋がつくられ、一日あたり平均約２００名の作業員が携わり、作業は危険が伴
うもので、土石が崩れたことによる死亡事故が起きるなど、さまざまな困難が付きまといました。
線路敷設は、黒松内駅から機関車２両と貨車８台の往
復による資材運搬で進められ、１９２０年（大正９年）
９月２２日、遂に寿都駅へ工事車両がやってきました。
機関車が寿都駅に到着し汽笛を鳴らすと、人々が集
い、会社は祝賀会を開催、町民数百人が参加し「はじめ
て汽車を見た人々踊り狂ふ」「老幼婦女子に至るまで蝟
集（いしゅう）し構内に人山を築き会場には芸妓総出で
斡旋し熱狂せんがばかりの盛会」といわれるほど大きな
盛り上がりを見せました。
さまざまな困難を乗り越えながら、同年１０月２３日
に営業認可がおり、翌２４日から営業運転が開始されま
した。
※参考文献：寿都五十話 寿都歴史写真集（著 山本 竜也 氏）
【寿都町教育員会所蔵写真より 開通直前の建設列車】
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みんなの診療所 No.132

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

歯の
の健
健 康について
今回は寿都町で歯科医院を営んでいる２名の先生からお話しを伺いました。

お子さんをお持ちの保護者の方へ
子どもの歯（乳歯）が虫歯だと・・・！？
子どものころに深い虫歯ができると大人の歯（永
久歯）に悪い影響を与えます。また、虫歯が多いと
歯並びが悪くなったり、よく噛めなくなるなど身体
の成長にも良くありません。

【星歯科医院】
星 政和 先生

虫歯菌は寝ている間に増える！
虫歯の原因は歯垢中のバイ菌で、歯垢は食べかす
ではなく、バイ菌のかたまりです。歯みがきをする
ときには、このバイ菌を減らすつもりでやることが
大切です。バイ菌は寝ている間に最も増えるので、
寝る直前にも歯みがきをしましょう。

ダラダラ食いやチビチビ飲みには注意！
砂糖が入った飲み物や食べ物を口に入れると、口
の中は酸性になり、虫歯菌がいなくても歯が溶けま
す。長時間、口に物を入れ続けるダラダラ食いやチ
ビチビ飲みをやめ、食事やおやつとの間に２時間程
度何も食べない時間を作りましょう（水やお茶は
○）。その間に唾液が口の中を中性に戻します。普
段の食事のときによく噛んで食べると唾液の出が良
くなります。

大人が見本を示しましょう！
自分自身のために、またお子さんの健康を保つた
め、大人が手本となって正しい歯みがきや健康的な食
生活を家庭内で習慣づけるよう心掛けてください。

健康寿命と歯の関係
健康寿命を延ばすために！
「健康寿命」という言葉をご存知ですか。健康寿命とは、元気に自立して過ごせる期
間のことです。日本では健康寿命が、平均寿命よりも男性は約９年、女性は約１３年も
短いという統計が出ています。健康寿命と平均寿命の差は、介護などが必要となる期間
であり、平均で９～１３年あるということです。長い人生いつまでも元気に過ごすため
には健康寿命を延ばすことが必要で、そのためには口腔機能の健康を保つことが非常に
大切です。

【寿都歯科医院】
長澤 稔 先生

オーラルフレイル予防で健康長寿を目指しましょう！
オーラルフレイルとは、口腔が虚弱して口腔機能が衰えることを意味します。オーラルフレイルになると、
しっかりと噛めなくなる、食べこぼすようになる、むせることが増えるなどの症状が現れます。また、滑舌が
悪くなり、話しづらくなることが原因で人との交流が減り、家に閉じこもりがちになってしまうことも多くあ
ります。
予防には、虫歯や歯周病などの治療を受けて歯の喪失を防ぎ、喪失してしまった際にはしっかりと補うことが
必要です。また、軽度でも口腔機能の衰えに早く気付くことが大切で、定期的に歯科健診を受けて健康な口腔
環境を維持することが最も効果的です。オーラルフレイルを予防し、高齢になっても元気な健康長寿を目指し
ましょう。
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100
FAX 0136ー62ー2280

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
ジュニア水泳教室全課程修了

いきいき元気度測定会を開催しました

小学校低学年を対象としたジュニア水泳教室が、前
後期１０回の課程を終了しました。
水泳初心者を対象に水泳の楽しさを実感させること
を目的とした前期の教室、クロールで２５ｍの距離を
泳ぐことを目標とした後期の教室に、述べ２７名の子
どもたちが参加しました。
最初は緊張した表情で参加していた子どもたちでし
たが、講師の指導に熱心に耳を傾け、意欲的に取り組
む姿などが見られまし
た。練習を重ねるにつ
れ水に慣れ親しみ、日
ごとに泳げる距離が伸
びるなど、目標に向
かって努力し、最終日
には充実した様子で修了証を受け取りました。
水泳や水中運動は、子どもから高齢者まで幅広く、
全身の筋力アップによる基礎体力の向上やダイエッ
ト、リハビリなどさまざまな効果が期待できます。町
民プールは通年で営業しておりますので、まずは気軽
な水中運動などから始め、健康増進や体力向上のため
継続した運動を行ってみてはいかがでしょうか。

９月１６日、１７日の２日間、総合体育館でいき
いき元気度測定会を開催し、１３０名の方が体力測
定にチャレンジしました。
会場では、測定を補助する北翔大学の学生や友人
たちとの会話を楽しみながら測定が行われ、測定結
果に満足げな方も多く見られました。
今回の結果は１０月２８日（日）に開催を予定し
ている「健康フェア」で
報告します。測定結果か
ら、より健康的な生活を
送るための運動アドバイ
スも行いますので、ぜ
ひ、ご参加ください。

公設民営塾冬期講習の
体験会・説明会を実施します
寿都町・島牧村在住の中学生、寿都高校生を対象
とした「公設民営塾冬期講習」の体験会及び保護者
向けの説明会を下記の日程で実施します。
申込など詳しくは、後日学校を通じて配付するチ
ラシをご覧ください。

全町歩こう会を開催しました

○開催日程○

９月９日に、磯谷町横澗の寿都しおさい学園前か
ら磯谷高原までの約４ｋｍのコースを歩く「全町歩
こう会」を開催し、５８名が参加しました。
当日は天候に恵まれ、参加者は磯谷高原から広大な
寿都湾を一望できる景色を楽しみながら、それぞれの
ペースでコースを歩きました。
参加者からは、「体力的に
難しいと思ったけど頑張って
歩ききれた」、「清々しく汗
を流すことが出来た」と感想
が述べられました。

＜説明会＞
・日時 １１月１６日(金)
午後６時～午後７時
＜体験会＞
・日時 １１月１７日(土)
１８日(日)
午前１０時～午後１時
午前１０時～午後１時
午後３時～午後６時
＜会 場＞
総合文化センター 会議室
＜体験会の内容＞
・数学と英語の２科目を行います。
・当日配布するテキストに１科目あたり９０分間、各自
で取り組みます。

第５０回寿都町総合文化祭 参加者募集のお知らせ
第５０回寿都町総合文化祭を開催し
ます。
開催にともない、文化祭への作品展
示・芸能発表の参加者を募集します。
また、体験教室の開設希望について
もお気軽にお問い合わせください。
たくさんの方のご参加をお待ちして
います。

平成３０
（２０１８）
年10月号

広報すっつ

○開催日程○
■作品展示 １０月３１日(水)～１１月４日(日)
■芸能発表・物産展・バザー等 １１月４日(日)
■出展申込
・申込期限：１０月５日まで
９月２１日に新聞折り込みした申込書を事務局へ提出してください。
※申込書は総合文化センター窓口でも配布しています。
■申込・お問い合わせ先
寿都町文化団体連絡協議会事務局 教育委員会文化推進係
6
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円空仏二体 ８年ぶりの御開帳

寿都保育園

運動会

まちの
出来事＆
お知らせ

９月１日、寿都保育園園庭で、運動会を開催し
ました。
当日は強い日差しが照りつける中、園児たちはこ
の日のために一生懸命練習してきた遊戯や徒競走、
紅白リレーなどを行いました。
大勢のご家族や
地域の方々が応援
にかけつけ、元気
いっぱいに運動す
る園児たちにたく
さんの声援や拍手
が送られました。

９月２日、能津登海神社例大祭にともない、海神
社に納められている円空仏二体の御開帳が８年ぶり
に執り行われ、一般に公開されました。
二体の仏像は、江戸時代、布教と仏像を造りなが
ら修業をしていた円空により造られ、それぞれ「磯
谷の嶽」を意味する「いそやのたけ」、「雷電の
山」を指しているとされる「らいねんのたけ」とい
う文字が背面に刻まれています。
歴史的にも貴重な仏像の御開帳に参列した方々も
興味津々の様子でした。

岩内・寿都地方消防組合寿都消防団
消防演習が実施されました
「らいねんのたけ」

「いそやのたけ」

９月９日、役場駐車場で、消防団員の消防技術向
上及び士気の高揚や、地域住民の防火意識の高揚を
図ることを目的とし、岩内・寿都地方消防組合寿都
消防団消防演習が実施されました。
消防団員約５０
名が参加した演習
では、指揮官の指
示に合わせて隊列
を変更する「規律
訓練」や、火災を
想定し実際に水を
使った「放水訓
練」などが行われ
ました。

さっぽろオータムフェスト2018 出店
９月１５日から札幌市大通公園を会場に、さっぽ
ろオータムフェスト２０１８が開催され、道内市町
村の旬の味覚が集結した８丁目会場「さっぽろ大通
ほっかいどう市場」で水産加工品などの特産物をは
じめとした海の幸を
販売しました。
地震の影響により
開催日が変更になっ
たにもかかわらず道
内外から多くの来場
客が訪れ、蒸しガキ
やつぶ炭火焼、ホッ
ケの開きなど、寿都
の味覚を存分にＰＲ
しました。

交通安全旗の波
１００人作戦啓発運動
秋の全国交通安全運動にあわせ、９月２１日、旗
の波１００人作戦が行われました。
文化センター野外広場で行われたセレモニーに続
き、総合文化センターから寿都中学校まで参加者約
１００名が国道沿線に立ち旗を振りながら、通行す
るドライバーに交通安全を呼びかけました。

7
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まちの
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歌棄地区防災避難訓練を実施しました

９月２５日、地震による津波発生を想定した歌棄地区防災避難訓練
を実施し、歌棄地区の住民１００名以上が訓練に参加しました。
地震発生を知らせるサイレンで避難行動を開始し、参加者は徒歩で
潮路小学校及び歌棄洗心学園屋上へ避難しました。
その後、歌棄会館において寿都警察署員と役場企画課職員による防
災講習会を行い、「予測ができない自然災害は日ごろの備えが大変重
要になる。被害を最小限に抑えるため、町民の皆さん一人ひとりが災
害に対する意識を高め、災害時に備えましょう」と防災意識の向上を
図りました。
近年、全国各地で大規模な災害が多発しており、本町でも台風や胆振東部地震による停電など被害が発生し
ています。自然災害は予測できないことに加え、同時多発的に発生するケースが多いため、長時間にわたる停
電や断水などを想定した備え、非常持ち出し品や避難所及び避難経路を事前に確認しておきましょう。

やったね！ むし歯ゼロ！
８月２８日に行った３歳児健診の歯科指導で、虫歯がなかったお子さんを紹介します。
これからも、大切な歯を守っていけるよう、親子で虫歯予防に取り組んでください。

これからも歯を
大切にします♡

お姉ちゃんの歯磨きお
手伝いのお陰だね。
これからは自分でも磨
けるように頑張ろう！

しょうへい

渡部 昌平くん
（渡島町）

山岸

みのりちゃん
（渡島町）

２０１８年漁業センサスを実施します
〜漁業関係者の皆さまのご協力をお願いします〜
農林水産省では、平成３０年１１月１日現在で、「２０１８年漁業センサス」
を実施します。
漁業センサスは、漁業の生産構造及び就業構造並びに水産物流通・加工業な
どの漁業を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政の推進に必要な基
礎資料を整備することを目的として、５年に一度の周期で実施されています。
調査の対象となる漁業関係者の方々へ１０月下旬から調査員が訪問し、調査
協力の依頼をいたします。
調査票に記入された事項については、統計以外の目的には使用されませんので、趣旨をご理解いただ
きご協力くださいますようお願いいたします。
＜統計調査を装った「かたり調査」にご注意ください＞
調査員は、顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。不審に思ったら、企画課地域調整係へお知
らせください。
【企画課地域調整係 電話0136-62-2608】

平成３０
（２０１８）
年10月号

広報すっつ
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とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏ.７〜

今月の風太くんニュースは、
道の駅みなとま〜れ寿都とそば処鰊御殿からお届けします。

みなとま～れニュース

みなとま～れ寿都「秋の新メニュー」提供しています

１０月に入り、寿都も徐々に秋が深まってきまし
た。みなとま～れ寿都では、寿都産の秋の味覚をふ
んだんに使った新メニューの提供を始めました。
「寿都産秋鮭といくらの塩ラーメン」（８５０円）
は、あっさりとした塩スープと秋鮭の相性が抜群
で、アクセントとしていくらを使っており、魅力的
な一品となっています。そのほかにも、秋鮭といく
らを存分に楽しめる「寿都の秋の味覚のっけ丼」
（８００円）や「鮭クリームパスタいくらのせ」
（８５０円）、スイーツ感覚で堪能いただける「か
ぼちゃとあんこのホットサンド」（３５０円）など
のメニューを提供しています。
寿都の秋の味覚を、みなとま～れ寿都で楽しみま
せんか。

秋鮭といくらの塩ラーメン

寿都の秋の味覚のっけ丼

鮭クリームパスタいくらのせ

かぼちゃとあんこのホットサンド

１０月からみなとま～れ寿都の営業時間・休館日が変更になっています
日頃より道の駅みなとま～れ寿都をご利用いただ
きましてありがとうございます。
みなとま～れ寿都は、１０月から営業時間及び休
館日が右記のとおり変更となっております。

【営業時間】

９：００～１７：００

【休館日】

毎月第１・第３月曜日

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
（一般社団法人寿都観光物産協会）
●
●

住 所 ： 寿都町字大磯町２９−１ ●開館時間：
【４月〜９月】９：００〜１８：００ 【１０月〜３月】９：００〜１７：００
●休 館 日
電 話 ：０１３６−６２−２５５０
：
【４月〜９月】無休
【１０月〜３月】毎月第１･３月曜日

Ｅ−Ｍａｉ
ｌ： eki@suttufan.com
H P ： http://suttufan.com/

●
●

そば処鰊御殿ニュース

夜の会食・宴会承っております

鰊御殿のメニュー紹介～その４

そば処鰊御殿では、夜の会食・宴会の予約営業
を始めました。ご予算・お好みに応じてコース料
理を提供します。また飲み放題も用意しており
ますので、お気軽にお問い合わせください。
コース料理の一例

今月紹介するメニューはそば処鰊御殿の名を
象徴する「にしんそば」（８５０円）。
このそばに使用しているにしんの甘露煮は、
地元水産加工業者が自信を持って提供する一品
であり、風味が香るだしや手打ちそばとの相性も
抜群です。極上の一杯をぜひお楽しみください。

皆さまのご利用をお待ちしております。
そば処鰊御殿

住 所 ： 寿都町字歌棄町有戸１４
電 話 ：０１３６−６４−５４００

営業時間：１１：００〜１５：００（夜営業は要予約）
定 休 日：水曜日

●

●

●

●
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歳です 10月生まれ
すくすく１

戸籍の窓口
人 口 2,999人（－ 8 ）世帯数 1,713世帯（± 0 ）
男 1,464人（－ 4 ） 女 1,535人 （－ 4 ）
（平成30年 8 月末現在住民基本台帳）

～こんにちは よろしくね～
りん か

そう ま

矢 追 町 猫宮 凜花ちゃん（ 8 /23）
和也さん・晶子さんの子
～いつまでも おしあわせに～
廣嶋
慶さん
大 磯 町
田村 紗英さん

｛

たく ろう

相沢 壮真くん

石橋 拓郎くん

（14日生まれ）

（18日生まれ）

（歌棄町歌棄）宏 太さん
愛 さん の子

（渡島町） 淳 さん
有 希さん の子

元気いっぱい！！
いつもニコニコの壮
真くん。
これからもたくさ
ん笑って、いっぱい
遊ぼうね。

～ごめいふくを お祈りします～
開 進 町 細越山 正さん（ 9 /17）79歳
渡 島 町 宮澤美津子さん（ 9 /21）87歳
磯谷町横澗 岩谷 正一さん（ 9 /22）53歳

音楽が大好きで、
わんぱく坊主な拓郎、
誕生日おめでとう！
これからも、強く、
たくましく大きく
なってね。

１０月１５日〜２１日は
行政相談週間です

ご寄附ありがとうございました
菩提院 住職 松本 優也 様（新栄町）
一般寄附金として ３００,０００円

〜国の行政などに関する相談をお寄せください〜

◇このような相談はありませんか？

行政相談委員は、
あなたと行政を結ぶパイプ
役です。住民の皆さんからの行政に対する苦情
や意見・要望などの相談に応じます。毎月、
総合
文化センターで「定例行政相談」も開設してお
り、
相談は無料で秘密は厳守します。困ったら一
人で悩まず、
お気軽にご相談ください。

・道路がでこぼこで通行に支障がある
・児童扶養手当の受給資格について教えてほしい
・登記や年金について聞きたいことがある
・手続や申請をどこにしたらよいのかわからない
ので教えてほしい

◇特設行政相談所の開設
・日時

１０月１７日（水）
午後１時３０分～午後３時３０分
・場所 総合文化センター２階 情報室
※相談は行政相談所以外でも受け付けています。

行政相談委員：成田

幸隆さん（湯別町上湯別）
電話0136-64-5533

典子

ふる里文芸

冷奴時代と共にカラフルに
トップにちんまりミニトマト 石橋

妙子

歌

目の前の山を透かして海霧流る
せ
台風近しと急がるるごとく 志田

昭風

短

中村

セツ

一湾の海の碧さの秋めきて
水平線に白い船影

亀谷

節子

明り乏しく過疎の町並み

典子

秋深む空家の進む夕暮れは

林原

妙子

︵老人クラブ短歌︶

石橋

昭風

スミ

盆踊り見て来て後の寂しけり

中村

まぶしげに抱っこでとび入り運動会 志田

甲子園汗と涙で抱き合ふ

小西めぐみ

松沢

残暑来て散歩の余韻風は汐

セツ

甲子園流す涙に早や闘志
百回きざみし少年の夏

明け易し湾に漁りの船數多

亀谷

紀子

句

初秋や一夜の闇の長きかな

遠藤

慧子

俳

流木をおき忘れ行く秋の波

南

スミ

あま た

敬老会皆んな元氣の笑顔かな

松沢

︵老人クラブ俳句︶

群れて咲くコスモスの花夏深し

◆平成３０年10月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課 ◆印刷：
（有）米坂印刷 ◆寿都町公式ホームページ http://www.town.suttu.lg.jp/
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