で
力
技
演
た
し
卓越
会場を魅了！

Kouhou

寿都
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８月２４日
開基３５０年記念事業
風間杜夫ひとり芝居
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寿都町開基３５０年 〜記念特集〜
寿都に残る「屋号」
そもそも屋号って何？
江戸時代、身分制度により武士以外の者が苗字を名乗ることが認められなかった頃、
人口の増加から同じ名前を持つ者が増え、個人を特定・判別しにくくなり取引や日常生
活において不便が生じ、家ごとに名称を付けたことがそもそもの始まりです。
寿都にも古くから残る多くの屋号があります。町民の皆さんにとってお馴染みなものも
たくさんありますが、今回はその一部をご紹介します。

監修：寿都町文化財
保護調査委員
【 大崎 正子 氏 】

屋号を分類してみました
【ヤマ印】

【マル印】

【カネ印】

【カク印】

【イチ印】

【ウロコ印】

この屋号は何と読む？

答えは６ページ！

次の屋号は何と読むでしょうか。読み方がわかると、なるほどと納得するものばかりで、屋号を名づけた方
のセンスがうかがえます。

問１
《○○サ》

問２
《○○○○チョウ》

問３
《キュウ○○》

問４
《マル○○》

問５
《カク○○○》

問６
《○○ウロコ》

問７
《○○ヤマ○○》

問８
《○○○○イチ》

問９
《マル○○○》

問１０
《イ○○○○○》

皆さんは自身の屋号をご存じですか？
現在はあまり使われず忘れられている屋号も多くありますが、注意深く探すと、お墓に家紋と並んで屋号が
刻まれていたり、古い漁具や家具に記されているなど、寿都にはたくさんの屋号が存在します。
皆さんの家系に屋号はありますか。この機会に自身の屋号について調べてみてはいかがでしょう。
平成３０
（２０１８）
年9月号

広報すっつ
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みんなの診療所 No.131

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

タバコディスカッション
最近、公共喫煙所の激減や電子タバコの普及などテレビや新聞でも話題になっている「受動喫煙」や
「タバコの気になる点」について寿都診療所の今江章宏所長に聞いてみました。

Ｑ「受動喫煙」とは何ですか？
受動喫煙とは、タバコの煙に含まれる有害物質（ニコチン、タール、一酸化
炭素など）を非喫煙者が吸ってしまうことです。喫煙者と同様に、肺がんなど
さまざまな病気にかかるリスクが高くなることが科学的に証明されており、さ
らに乳幼児の場合は、肺炎・中耳炎・喘息・突然死などを引き起こすリスクが
高くなります。自分のタバコのせいでお子さんやご家族、周囲の方々の健康に
害を及ぼしてしまうのが怖いところですね。

寿都診療所
今江章宏 所長

Ｑ 屋外で吸っていたら迷惑はかけていないですよね？
「三次喫煙（サードハンド・スモーク）」という言葉をご存知ですか。三次喫煙は、喫煙者の身
体や衣類、家の壁などに残る残留物から目に見えない有害物質を吸いこんでしまうことで、受動喫
煙と同様の悪影響を及ぼします。つまり「タバコ臭」を感じた時点で既に三次喫煙の被害を受けて
いるのです。

Ｑ 病気以外に影響はありますか？
「スモーカーズ・フェイス（喫煙者特有の顔）」という言葉があります。目尻や口周りに目立つ
深いシワや、くすんだ肌、乾燥した唇などの特徴が見られる顔は「スモーカーズ・フェイス」と呼
ばれ、ニコチンの影響で血管が収縮し肌に酸素が届きにくくなり、肌の老化を促進してしまうほ
か、白髪、歯や歯茎の変色、口臭の悪化などの影響も及ぼします。

Ｑ 最近加熱式タバコというのが増えていますが、害はないのですか？
加熱式タバコ（アイコス、グロー、プルーム・テック）はタールなど一部の有
害物質の発生量が低減するとされていますが、依存性の高いニコチンは通常のタ
バコと同様に含まれています。また、受動喫煙による他人への健康被害もゼロに
はなりません。
一方で、国内で販売されている電子タバコ（ベイプ）はニコチンを含みません
が、他のさまざまな有害物質が含まれています。

禁煙を始めるとニコチンの非常に強い依存性により禁断症状があらわれるため、自力で禁
煙を継続させるのはとても大変です。
診療所の「禁煙外来」では、薬はもちろんさまざまな面から禁煙をサポートさせていただ
きます。少しでも「タバコをやめてみたい」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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平成３０
（２０１８）年9月号

広報すっつ

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
夏休みラジオ体操を開催しました
図書室では、毎月２０冊
前後の本を新しく入庫して
います。
図書室からの
秋の夜長に新しい趣味の
本や小説などを読んでみて
お知らせ
はいかがでしょうか。
また、９月２４日
（月）は十五夜です。１４日
（金）から十五夜
に関連した本の展
示を行いますの
で、ぜひ、図書室へ
お越しください。

夏休み期間中に乱れがちとなる児童・生徒の生活習
慣を、日常的・継続的な運動習慣の定着を図ることで
防止することを目的とした「夏休みラジオ体操」を７
月２６日から３１日まで開催しました。
新栄会館広場と矢追かも
め公園を会場に午前７時から
行われたラジオ体操では、小
学生を中心に延べ２００名の
方が参加し、早朝から元気に
体操をしました。

自然体験キャンプを開催しました

英語検定受験希望者募集
町民の皆さまを対象に、英語検定を下記の日程で
行います。日頃の学習の成果を発揮する機会として
挑戦してみませんか。
日

時：１０月５日（金）
午後６時３０分～午後８時００分
場 所：総合文化センター
検定料：料金は下の表のとおりです。
級

漁業体験の様子

テント設営の様子

８月１日から２泊３日の日程で、共同生活でさま
ざまな体験を通して、自立性や協調性、規律の大切
さを身に付けさせるとともに次世代のリーダーを育
成することを目的とした「自然体験キャンプ」を開
催しました。
参加した１２名の子どもたちは、湯別地区をメイ
ン会場にグループになってテントの設営や炊事作業
を行ったほか、地域の方々にご指導いただき、漁業
体験やパン作りなどを行いました。
子どもたちからは「火をつけるのが難しかったけ
ど友達と協力して上手にできた」といった感想が得
られ、色々な体験を通じて夏休みの思い出づくり
や、一回り成長できる機会となりました。

申

すっつ子ども教室「夏の科学実験」
８月４日に、総合文化センター大ホールですっつ
子ども教室「夏の科学実験」を開催しました。
子どもたちが科学に触れる機会の創出のため、札
幌市の日本技術士会北海道本部エンジョイサイエン
ス研究会の皆さんを講師に、シャボン玉を使った実
験を行いました。参加した子
どもたちは、洗剤と水の分量
やストローの太さなどにより
シャボン玉の大きさが変化す
ることを学び、時間を忘れて
科学実験を楽しみました。
平成３０
（２０１８）
年9月号

広報すっつ

料

金

２級

５,４００円

準２級

４,８００円

３級

３,４００円

４級

２,１００円

５級

２,０００円

込：留意事項をご確認のうえ、９月１２日（水）
までに検定料を添えて住民学習推進係へ
お申込みください。

＜ 留意事項 ＞
①受験する級によって部屋、時間が変わります。受
験される方に事前にご連絡します。
②申込後のキャンセルについては、必ず教育委員会
へご連絡ください。この場合、検定料は返還でき
ませんのでご了承ください。
③受験者が１０名に満たない場合は実施できません
ので、ご了承ください。その場合の検定料は、返
還します。
4
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後志身体障害者
福祉大会・スポーツ大会

寿都中 荒井正明さん
卓球全国大会お疲れ様でした

障がい者福祉への理解と関心を高め、障がい者福
祉の推進を図ることを目的とした「第５５回後志身
体障害者福祉大会及び第４８回後志身体障害者ス
ポーツ大会」が７月２７日に開催されました。
総合文化センターで行
われた福祉大会では、身
体の障害を克服し自立さ
れた方や更生援護などに
功績のあった方へ北海道
知事表彰が贈られたほ
か、魅力ある地域の情報
を発信する活動を行っているしりべし女子会の皆さ
んが『小さな点はやがて大きな円（縁）に』と題し
た講演を行い、「後志の
魅力を発信するには、市
町村の境界なく、まず自
分たちが体験することが
大切。後志を訪れる一人
でも多くの方に幸せと魅
力を伝えたい」とこれま
しりべし女子会会長
池本美紀さん
での活動報告のほか今後
の意気込みを語りました。
午後からのスポーツ大会では、総合体育館を会場
に玉入れや輪投げ競争
など個人競技と団体戦
の計５種目を競い合
い、他町村との親睦を
深め合えた大会となり
ました。

まちの
出来事＆
お知らせ

７月３１日から８月２日までの
３日間、伊達市で行われた北海道
中学校卓球大会において、男子個
人部門で見事５位という好成績を
収めた荒井正明さん（寿中２年）
が、８月２２日から広島県で行わ
れた全国大会へ出場しました。
全国大会では、惜しくも初戦敗退という結果でし
たが、全国レベルの強豪相手に北海道代表として
堂々と戦ってきました。
大会を終えて「初戦で負けてしまったのは悔し
かったが、強豪校のプレーなどを間近で見られて、
良い経験になった。９月に開催されるカデットの部
全道大会では優勝し、全国大会に出場したい」と
語ってくれた荒井さん、今後のさらなる活躍を期待
しています。

８月１７日、荒井さんから片岡春雄町長
への全国大会出場あいさつの様子

磯谷地区交通安全
「旗の波」運動を実施しました
８月１日、地域住民一人ひとりの交通安全意識の
高揚と交通安全運動の推進を目的とした、磯谷地区
交通安全「旗の波」運動が行われました。
この運動は寿都町交通安全推進委員会が主催し、
各町内会や交通安全団体をはじめとした約７０名の
方が参加し、「スピードダウン」「シートベルト着
用」と書かれた旗を振り、通行中のドライバーに交
通安全を呼びかけました。
一人ひとりが交通ルールを守り、交通事故を未然
に防ぎましょう。

寿都保育園 夏祭り
８月３日、寿都保育園で夏祭りを行いました。
浴衣を着た園児たちは父母の会によるスーパー
ボールすくいやくじなどの縁日のほか、元気に七夕
の歌を歌ったり、願い事を書いた短冊を囲み盆踊り
を行いました。
最後に園庭で花火大会が行われ、子どもたちは夏
祭りの夜を楽しんでいました。
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平成３０
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まちの
出来事＆
お知らせ

寿都町開基３５０年記念事業 北海道歌旅座コンサート

７月２６日、総合文化センターで寿都町開基３５０年を記念した北海道歌旅座コンサートが開催されました。
北海道歌旅座は２０１０年の結成以来、本町でのコンサートは今回で１０回目となりました。
当日は町内外から２００名以上の来場客が訪れ、メインボーカルのＪＵＮＫＯさんを中心に北海道歌旅座の
皆さんの迫力のある歌声とパフォーマンスが披露されました。「ラヴ・イズ・オーバー」や「真っ赤な太陽」
など、昭和の名曲の数々に観客は魅了され、曲のリズムに合わせて手拍子が起こるなど会場は大盛況のうちに
終了しました。

ライダーズミーティングｉｎ寿都 開催

すっつ夏祭り 開催

８月５日、ライダーズミーティングin寿都実行委
員会主催のオートバイによる交通安全パレードが開
催されました。
全てのバイク乗りへの交通安全の呼びかけと意識
の高揚、バイクツーリングの趣味を持つ者同士の交
流の場として、年に一度寿都町で開催されており、
本年が２４回目の開催となりました。
当日は警察車両を先頭に弁慶岬から風太公園まで
の国道を約４０台のバイクで走行し、夏の交通事故
防止を呼びかけました。

８月１４日、１９日の２日間、道の駅みなとま～れ
寿都前広場で「すっつ夏祭り」が開催されました。
悪天候によりイベント内容や開催日が変更になっ
たにも関わらず町民や帰省客など多くの方が集ま
り、
「復活！弁慶音頭」や「バルーンアートショー」、
「のな」ミニライブのほか、参加者でやぐらを囲み
太鼓のリズムにあわせて盆踊りを楽しみました。
１９日には、寿都漁港を会場に寿都町開基３５０
年を記念した約４,０００発の花火が打ち上げら
れ、夏の夜空を彩りました。

２ページ屋号クイズの答え
問１
問２
問３
問４
問５

マルサ
ダキヤマチョウ
キュウボシ
マルテン
カクトオシ

問６ ミツウロコ
問７ チゲヤマイチ
問８ ツガイワイチ
問９ マルゴイチ
問１０ イチゼンバシ

問２や問７は少し難しかったかもしれませんね。
皆さんはいくつ正解できましたか。
平成３０
（２０１８）
年9月号

広報すっつ
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まちの
出来事＆
お知らせ

とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏ.6〜

今月の風太くんニュースは、
道の駅みなとま〜れ寿都からお届けします。

みなとま～れニュース

大盛況！すっつ夏のビアガーデン×北都プロレス
ダンスショーで盛り上がった会場の熱気は、
プロレ
スで最高潮に達しました。
３００名以上の来場客が訪
れ、
全５試合が行われたほか、
リング外でのパフォー
マンスなども披露され、小さいお子さまから大人ま
で、プロレスの迫
力 に 興 奮され た
様 子 が 伺 えまし
た。ご来場いただ
いた皆さまありが
とうございました。
来年も開催できた
らと思います。

９月に入り、
徐々に涼しげな秋の風を感じる季節に
なりました。みなとま〜れ寿都は例年以上に多くの皆
さまにご利用いただいております。秋の味覚を使った
メニューも開発中ですので、
どうぞご期待ください。
さて、
７月２８日に開催した「すっつ夏のビアガーデ
ン×北都プロレス」は、
大盛況のうちに終えることが
できました。
北都プロレスの皆さんは、
北海道を拠点に活動さ
れているプロレス団体で、地域に根ざした活動を実
践されています。寿都で初開催となったこの日は、
プ
ロレスイベントのほか、
寿都寿海荘を慰問され、
利用
者の皆さまや職員の皆さまと触れ合っていただきま
した。
また、寿都小学校の児童たちと鬼ごっこや相撲な
どのレクリエーションも行われ、
子どもたちを楽しま
せてくれました。

３００名を超える人々が熱狂した
迫力満点のプロレスマッチ

秋のイベント開催します！
〜すっつ鮭・ホッケフェスティバル＆軽トラ市〜

寿都小学校訪問

寿都の秋の味覚 鮭
と ホッケ をメインとし
た「すっつ鮭・ホッケフェ
スティバル＆軽トラ市」を
開催します。
秋鮭とホッケを使った
グ ルメを満 喫 できるほ
か、軽トラ市では約２０台
が出店し、生鮮魚介や農
産物などを販売します。
多くの皆さまのお越しを
お待ちしております。
春のイベントの様子

寿都寿海荘慰問

プロレスと同時開催のビアガーデンは夕方からス
タート、
町内飲食店の惣菜やジンギスカン、
長万部町
のサンミート木村のホルモン焼き、町内有志の方々
による縁日など、
メニューも豊富で、多くの皆さまに
楽しんでいただきました。
ビアガーデンの開催に華を添えてくれたのは、
長
万部町のダンスチーム「フェアリーテイル長万部」に
よるダンスショーでした。幼児から高校生までの総勢
約３０名による圧
巻 のダンスパ
フォーマンスや、
寿
都の子ども達への
ダンス体験などを
行い、会場にお越
しいただいた皆さ
まを魅了しました。

すっつ
鮭・ホッケフェスティバル＆軽トラ市
【日時】：９月３０日（日）
９：００～１３：３０
※販売商品により一部販売開始時間が変更します。

【会場】：道の駅みなとま～れ寿都前広場
～大磯商店街通
※当日は大磯商店街通が歩行者天国になります。

【主な販売メニュー（予定）】
いくら丼、鮭ラーメン、寿都ホッケめし（イベン
トバージョン）、
ホッケチャンチャン焼き、
ホッケつ
みれ汁など多くのメニューを予定しております。

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
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平成３０
（２０１８）年9月号

広報すっつ

戸籍の窓口

ご寄附
ありがとう
ございました

人 口 3,007人（＋ 2 ）世帯数 1,713世帯（＋ 2 ）
男 1,468人（＋ 2 ） 女 1,539人 （± 0 ）
（平成30年 7 月末現在住民基本台帳）

～こんにちは よろしくね～
厳島神社祭典委員長 様（歌棄町有戸）
教育振興寄附金として
１０,０００円

りょう た

渡 島 町 今江 諒太くん（ 7 /27）
章宏さん・菜美子さんの子
～いつまでも おしあわせに～
安藤
学さん
矢 追 町
三浦 麻衣さん

田中マツイ 様（大磯町）
一般寄附金として
１００,０００円

｛

～ごめいふくを お祈りします～
大 磯 町 田中勲千代さん（ 8 / 2 ）92歳
新 栄 町 原田た江子さん（ 8 /18）92歳
磯谷町鮫取澗 森 チズ子さん（ 8 /20）82歳
開 進 町
田 キミさん（ 8 /30）99歳

青沼 光子 様（黒松内町）
寿都町字磯谷町島古丹５００番の畑
他２２筆３,９２６㎡

平成３０年住宅・土地統計調査を実施します
〜住民の皆さまのご協力をお願いします〜
総務省統計局では、平成３０年１０月１日現在で、
「平成３０年住宅・土地統計調査」を実施します。
住宅・土地統計調査は、５年ごとに実施され、住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地
などの実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。
調査の対象となる世帯へ、９月下旬から１０月上旬に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】

う

ふる里文芸

典子

歌

によのこと蝦夷丹生と知るこの齢
しげしげ眺む白きその花 石橋

妙子

短

洞爺湖を流れる朝霧切れ間より
湖水に逆さ羊蹄写る 志田

昭風

に

中村

青葉汐沖に小さき漁火の
い か
烏賊釣船の二つ三つ

セツ

今日も手抜きに思われつつも

夏定番ソーメン始め冷や奴

亀谷

︵老人クラブ短歌︶

節子

スミ

林原

典子

松沢

石橋

妙子

窓あける暑さ続きの朝涼し
肌でおぼえた初秋の風か

一湾の波音ばかり青嵐

志田

昭風

︵寿都診療所リハビリ室︶

照り返す瓦ふく汗災害地

中村

「この頃は空っぽ病み」と言うあなた

夏霧や異国語多し青い池

小西めぐみ

皆で後押し一歩踏み出せ
患者さんとの共作

一湾に魚連れ来る青葉汐

セツ

句

山の端に残る月かげ明け易すし

亀谷

紀子

俳

大入江夏の一湾一人占め

遠藤

スミ

一雨の空はしずかに秋ありし

︵老人クラブ俳句︶

ガラス越し日は照り返すスイカ食む 松沢

◆平成３０年９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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