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永年 寿都町の発展に貢献された
皆さまのご功績をたたえて…
１１月５日に総合文化センターで、永年にわたり町の振
興・発展に尽力された方を顕彰する寿都町功労者表彰式を
開催し、功労者へ表彰状と功労章、お祝いの記念品が贈呈
されました。
式では、片岡春雄町長からの式辞をはじめ、寿都町議会
小西正尚議長からの祝辞や受章者を代表した田中直さん
（湯別町下湯別）からの謝辞が述べられました。

第51回
第51
都町功労者表彰式挙
労者表彰式挙行
寿都町
寿都町功労者表彰式挙行

自治功労
田嶋 政史 様
(渡島町)

田中

隆夫

様

（湯別町下湯別）

寿都消防団団員として３５
年間在職。その間、寿都消防
団分団長などの幹部として団
員の育成や技術指導、士気の
高揚に努められ、地域防災に
多大な貢献をされた。

田

直

寿都町農業委員会委員とし
て１９年間在職。その間、会長
の要職に就かれるなど地域農
業者の代表として農地の利用
調整や有効利用をはじめ、会の
円滑な運営と本町の農業振興
に多大な貢献をされた。

様

髙橋

（歌棄町歌棄）

康子

様

（矢追町）

寿都町体育指導委員・寿都町
スポーツ推進委員として４１
年間在職。その間、スポーツ
推進委員長の要職に就かれ、
生涯スポーツの普及及び発展
に努められるなど本町のス
ポーツ振興に多大な貢献をさ
れた。

寿都町社会教育委員として
２２年間在職。また、寿都町民
生・児童委員として２０年間在
職。その間、社会教育委員長の
要職に就かれ、教育行政の振興
に貢献、また、定期的な家庭訪
問を行い本町の地域福祉の振興
に多大な貢献をされた。

公益功労
株式会社 吉本組

様

北海道信用金庫

（岩内町）

広報すっつ

様

（札幌市）

水産振興寄附金として多額
の寄附をされた。

令和 元（２０１9）年12月号

表彰式に引き続き行われた祝賀会は、寿都町議会石澤洋二
副議長の乾杯ではじまり、和やかに受章者を祝福しました。
お祝いの席に花を添えた寿都松前神楽保存会による舞の奉
奏では、縁起物でもある獅子舞が参加者の無病息災を祈念し、
会場内を回りました。
最後に寿都商工会金子光司会長によるご発声で万歳三唱を
し、功労者表彰式の幕を閉じました。

開進町の土地を寄附された。

2
●

寄附採納者
平成３０年１１月から令和元年１０月までに、町政に貢献された方をご紹介します。
白石 輝明 様 （神奈川県）
歌棄町有戸の土地を寄附された。
渡邊 慶壽 様 （埼玉県）
野田 祐子 様 （小樽市）
渡島町の土地及び建物を寄附された。
佐賀 弘機 様 （札幌市）
湯別町下湯別の土地を寄附された。
三坂
孝 様 （札幌市）
磯谷町横澗の土地を寄附された。
寿都地区プレジャーボート協議会 様 （新栄町）
水産振興寄附金として寄附をされた。
藤野 洋子 様 （札幌市）
寿都町備品として絵画を寄附された。

寿都生コン株式会社 様 （矢追町）
ふるさと振興寄附金及び小学校運動会
寄附金として寄附をされた。
札幌寿都会 様 （札幌市）
教育振興寄附金として寄附をされた。
佐藤 春子 様 （湯別町下湯別）
湯別町下湯別の土地を寄附された。
三原 敏男 様 （札幌市）
開進町の土地を寄附された。
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寄附をされた。
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令和 元（２０１9）
年１2月号

広報すっつ

赤ちゃんから お年寄りまで

寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100

みんなが、学びの主人公
第51回
１０月３０日から１１月３日までの期間、総合文化センターで寿都町総合文化祭を開催しました。
開催期間中は、各文化団体や町民の皆さんから寄せられた帯アートや絵画、習字など数々の個性あふれる作品
を展示しました。
３日には、フリーマーケットや物産展、駐車場で軽トラ市などが行われ、多くの人々で賑わいました。午後か
らは芸能発表会を開催し、８団体が歌や演奏など日頃の練習の成果を披露され、会場は大盛況となりました。

●作品展示・茶席体験・物産展の様子●

総合文化祭体験教室
絵本カバーのエコバッグづくり
１１月２日に体験教室「絵本カバー
のエコバッグづくり」を開催しまし
た。参加した親子は、図書運営員に手
伝ってもらい、細かい作業に苦戦しな
がらも、蔵書の中から選んだ好きな絵
本のカバーで自分だけのエコバッグを
作り上げました。
完成したエコバッグに図書室から借
りた本を入れて持ち帰る姿も見られ、
楽しく取り組むことができました。

令和 元（２０１9）
年12月号

広報すっつ
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寿都町文化団体連絡協議会表彰
１１月３日に、本町の文化振興に功績を残された１個人２団体へ文化賞が贈られました。

文化賞
寿都藻潮俳句会

石橋

典子

様

寿都藻潮俳句会に加入して以来、後志俳句大会などに積極的に
参加され、永年にわたり本町の文化振興に貢献された。

文化賞
寿都ダンスサークル

様

平成３年に当協議会へ加盟し、永年にわたり活動を続けられ、
本町の文化振興に貢献された。

文化賞
寿都中学校器楽部

様

今年３月に開催された全日本リコーダーコンテスト合奏の部及
び重奏の部で金賞という優秀な成績を収め、本町の文化振興に
貢献された。

一年間の集大成！ 芸 能 発 表 会
寿都町老人クラブ連合会

寿都中学校器楽部

伝統の踊りを次世代へ継
承していくため、
永年積み重
ねた熟練の「弁慶音頭」を優
雅に披露してくれました。

寿都中学校器楽部による
重奏、卒業生との合奏を披
露してくれました。息の合っ
た美しい音色に観客は聴き
入りました。

寿都音楽愛好会「ザ・寿の都」

日本詩吟学院岳風会寿都支部

練習を重ねてきた楽曲を
熱唱し、見事な歌唱力を披
露してくれました。

吟に合わせ演舞する「詩
舞」のほか、吟に合わせて書
を書く「書道吟」など、
日本の
伝統文化である詩吟を披露
してくれました。

とりっこ

民謡愛好会
寿都町に縁のある北海道
民謡「磯浜盆唄」の歌と踊り
を披露してくれました。

「とりっこ音楽会」と題し
て、楽器演奏やステージを
いっぱいに使った踊りで、会
場の皆さんを笑顔にしてく
れました。

Ｍ＆Ｉマイナス

寿都コーラスマリンハート 大地讃頌歌う会

熟練のギターテクニックを
披露し、
会場を魅了しました。

洗練された美しいハーモ
ニーに会場からは大きな拍
手が起こり、芸能発表のトリ
を飾っていただきました。
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令和 元（２０１9）年１2月号

広報すっつ

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

みんなの診療所 No.146
インフルエンザ治療薬について
〇インフルエンザ治療薬は主に４種類

先月号では、インフルエンザを予防するために大切なことについてお伝え
寿都そよかぜ薬局
薬剤師 田村 英俊さん
しました。今回は感染した場合に医療機関でよく処方される４種類の治療薬
の服用方法と薬の形状について紹介します。
表の４種類の薬は、症状が出てから２日目（４８時間）以降に服用した場合、十分な効果が期待で
きませんので、早めに受診しましょう。また、インフルエンザ治療薬には、解熱や咳・鼻水を止める
働きはありません。そのような症状がある場合は、風邪薬などが処方されることもあります。

１回のみ

1日2回を5日間

内
服
薬
吸 入

ゾフルーザ

オセルタミビル（タミフル）

１日１回２錠（１２歳未満の小児は体重によっ
て薬の量が変わります）を服用する薬です。
２０１８年に承認された新薬のため、発売から
日が浅く、薬代が４種類のなかで一番高くなって
います。

１日２回、５日間服用します。カプセルのほか
に、ドライシロップという新生児と乳児にも使用
できる粉薬があります。内服薬のため、吸入薬を
服用することができない方や苦手な方に適してい
ます。

イナビル

リレンザ

１日１回、大人は２本・小児（１０歳未満）は
１本、粉末状の薬を吸入します。１回の服用で治
療を完結できます。薬を確実に服用することが出
来る方に適しています。

１日２回、５日間専用の吸入器を用いて服用す
る薬です。（５歳以上の方が対象）
薬を複数回服用することで、吸入に失敗した場
合のリスクを低減させることができます。

薬
インフルエンザ感染の有無や薬の服用については、自己判断せずに医療機関へ相談しま
しょう。また、発熱や症状が治まってもウイルスはまだ身体に残っています。処方された
薬は、途中で止めず最後まで服用してください。

年末年始の休診は
令和元年12月31日（火）から令和 2 年 1 月 5 日（日）までです
１月６日（月）から通常診療を開始します。
なお、休診中も急患の受け入れをしていますので、来院前に必ず電話でのご連絡をお願いし
ます。また、定期受診されている方は、薬の不足がないか事前に確認をお願いします。

令和 元（２０１9）
年12月号

広報すっつ
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まちの
出来事＆
お知らせ

角谷ハナヨさんが
１００歳を迎えました

税の作文コンクールで
髙山愛海さん（寿都高校）が
倶知安税務署長賞 受賞

角谷ハナヨさん（矢追町）が１１月２０日に１００歳
の誕生日を迎えられ、寿都町長寿者褒賞条例に基づ
き、お祝いの褒状と副賞が贈られました。
入所されているふれあいの里グループホームすっ
つで贈呈式が行われ、家族や職員、利用者の方々に
見守られ、和やかな雰囲気の中、片岡春雄町長から
お祝いの褒状を受け取り、嬉しそうに「ありがとうご
ざいます。」とお礼の言葉を述べられていました。

国税庁では、次世代を担う子どもたちに租税の意
義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めても
らうため、各種広報活動を毎年行っています。
その取り組みの一つである税を題材にした作文コ
ンクールにおいて、髙山愛海さん（寿都高校３年
生）が倶知安税務署長賞を受賞されました。
おめでとうございます。

「ファイターズ北海道１７９市町村応援大使」２０２０が決定しました！
北海道日本ハムファイターズでは、選手が北海道内の市町村で地域
住民と交流を図りながらまちづくり・まちおこしに寄与する「北海道
１７９市町村応援大使」を任命しており、２０２０年の対象市町村に
寿都町が決定しました。
１１月２４日に札幌ドームで開催された「ファンフェスティバル
２０１９」内で行われた応援大使のドラフトに、本町から寿都野球ス
ポーツ少年団の宮下想基さん（寿都小学校５年生）が代表として参加
し、応援大使に大田泰示選手と宇佐見真吾選手を引き当て、就任が決
定しました。
応援大使お二人のプロフィールなどは、来月号でお知らせします。

ⒸH.N.F
大田選手と宮下さん

第３５回後志合唱団体交歓発表会 開催
１１月１７日、総合文化センターで後志合唱団体交歓発表会が開催
されました。
北海道文化団体協議会と後志管内文化団体連絡協議会が主催するこの
発表会は、毎年、参加団体が所属する町村で開催されており、今年度は
１２団体総勢２５０名が参加し８年ぶりの本町での開催となりました。
開催にあたり、後志文化団体連絡協議会の堀敏久会長から挨拶が
あったほか、片岡春雄町長から祝辞が述べられました。
本町から参加の寿都コーラスマリンハートと大地讃頌歌う会による
合唱をはじめ、日頃から練習を積み重ねた各団体の個性豊かなコーラ
スにより、素敵な歌声がホールに響きわたり、プログラムの最後には
会場全体で「花は咲く」と「大地讃頌」を大合唱するなど芸術の秋を
感じることのできた一日となりました。
7
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令和 元（２０１9）年１2月号
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まちの
出来事＆
お知らせ

紙芝居公演を開催しました！

潮路小学校 消防見学

１０月２７日、総合文化センターで全国的に活躍
されている紙芝居師「三橋とら」さんによる紙芝居
公演を開催しました。
特徴的な声と卓越した演技力で、宮沢賢治の代表
作「注文の多い料理店」などが披露されました。ま
た、紙芝居の途中にクイズを行うなど、型にはまら
ない自由な紙芝居は、子どもだけではなく大人も魅
了し、紙芝居の世界に引き込まれました。

１１月１８日、潮
路小学校３年生が社
会科の学習の一環と
して消防寿都支署を
見学に訪れました。
消火活動や救助活
動の際に使用する車
と資器材の説明を受けた後、子ども用防火衣を着用
して金属を切断する作業を消防署員の補助を受けな
がら体験しました。
町民を守り、救うために働く消防士の仕事につい
て学ぶ機会となりました。

寿都小学校
人権擁護教室が開催されました
老人クラブと
保育園児の交流会が行われました

１１月２６日に寿都小学校で４年生を対象に、人
権問題について考え、思いやりの心や生命の大切さ
などを学ぶ人権擁護教室が開催されました。
人権擁護委員の金子雄一さんが講師を務められ、
「いじめ」をテーマにＤＶＤを鑑賞しながら授業を
行っていただきました。
児童は、相手が嫌な思いをしたらいじめという認
識をしっかりと持ち、どうすればいじめがなくなる
のか、相手の立場に立った考え方についてなどを真
剣に学びました。

令和 元（２０１9）
年12月号

広報すっつ

１１月２１日、２２日、２７日に保育園で老人ク
ラブと園児の交流会が行われ、折り紙やぬり絵など
で一緒に遊びました。
元気いっぱいな園児たちに老人クラブの皆さんも
元気をもらい、笑顔や笑い声が絶えず、楽しい交流
会となりました。
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とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏl.21〜

まちの
出来事＆
お知らせ

今月のニュースは「道の駅みなとま～れ寿都」
「寿都温泉ゆべつのゆ」からお届けします。

ゆべつのゆニュース
日頃よりゆべつのゆをご利用いただきありがとうございます。
１１月２３日、ゆべつのゆと湯別活性化センターを会場に、美容の力
で思わず外出したくなる自信と健康をお手伝いする「ハッピースマイル
プロジェクト」を開催しました。

「アンチエイジングメイク教室」
洗練された若返りメイクとヘアメイク手法により、体験された皆さん
はメイクの即効性に感動していました。自分でも簡単にできるメイク手
順を入念に確認しながら、講師の手さばきに注目していました。

「健康美容ライブ＆トーク」
美容研究家でラジオパーソナリティとしても活躍している八谷直美さ
んを講師に、メイクを通して学んだ身体の中からケアをすることで、い
きいきとした生活につながったとの体験談と、美容と健康に関するノウ
ハウについて伝授していただき、参加された皆さまは熱心に耳をかたむ
けました。

「寿都町ふるさと大使

松谷淳ライブ」

寿都町出身で歌手・タレントの松谷淳さんにオリジナル曲を披露して
いただきました。また、地元寿都町での思い出や活動の中心札幌でのお
話しに会場と一体になって盛り上がりました。
松谷淳さんのオリジナルＣＤは道の駅みなとま～れ寿都にて販売して
いますので、皆さまの応援よろしくお願いします。
寿都温泉ゆべつのゆ
●
●

住 所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２
電 話 ：０１３６−６４−５２１１

ベーカリー寿ニュース

開館時間：
【１２月〜３月】
１０：３０〜２１：３０
休 館 日 ： 毎月第１月曜日

●

H

●

P ： http://yubetsunoyu.com/

●

ベーカリー寿ありがとう祭 大盛況でした

いつもベーカリー寿をご愛顧いただきありがとうございます。
１１月７日から１１月９日の３日間、オープン１周年「ベーカリー寿 ありがとう祭」を開催しました。
山石精肉店との限定コラボ商品「やまいしざんぎこっぺ」の販売や全品１００円・１５０円均一セール
を実施し、大勢のお客さまにご利用いただきました。ご来店いただきました皆さま、誠にありがとうござ
いました。
２年目に突入し、また新たな気持ちで皆さまに愛されるお店になれるようスタッフ一同頑張っていきま
すので、これからもよろしくお願いいたします。

クリスマスはベーカリー寿のピザで！
昨年ご好評をいただきましたクリスマスピザを今年も予約販売します。
予約開始日は１２月１４日（土）からで、
受け取り日は１２月２１日（土）から
１２月２５日（水）までとなっています。
詳しくはベーカリー寿へお問い合わせください。
ベーカリー寿〜Kotobuki〜
住
所 ： 寿都町字新栄町１０４番地 寿都町地域コミュニティ施設「みなくる１０４」
１階
●Facebook ： https://www.facebook.com/Kotobuki.Bakery/
電
話 ：０１３６−７５−７０４０
●営業時間 ：１０
●定 休 日 ： 日曜日
：００〜１６：００
●
●
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広報すっつ

新年交礼会

戸籍の窓口
戸籍の窓口
人 口 2,934人（－ 2 ）世帯数 1,671世帯（± 0 ）
男 1,439人（－ 3 ） 女 1,495人 （＋ 1 ）

町民の皆さまと一緒に新年をお祝いする新年
交礼会を下記の日程で開催します。

（令和元年 1 0 月末現在住民基本台帳）

●と

～いつまでも おしあわせに～
一戸
啓さん
新 栄 町
親谷 美咲さん

｛

き

令和２年１月４日（土）
午前１１時
総合文化センター
１，０００円
企画課企画係
電話０１３６－６２－２６０８
１２月１９日（木）

●と こ ろ
●会
費
●申 込 先

～ごめいふくを お祈りします～
矢 追 町 澤田 ユキさん（11/10）100歳
磯谷町島古丹 三室 テルさん（11/14）93歳
新 栄 町 仁岸 賢司さん（11/15）81歳

●申込期限

※当日は、樽岸から磯谷方面への送迎車
を用意しますので、ご希望の方は、申
し込みの際にお申し出ください。

「２０２０年農林業センサス」を実施します
サイレンの吹鳴について

農林業センサスは５年に１度、我が国のすべての農
林業・農山村地域の実態を明らかにするとともに、今
後の農林業の政策に役立てることを目的に令和２年２
月１日を基準日として実施されます。
令和元年１２月中旬から調査員が農林業関係者の皆
さまを訪問し、聞き取り調査の後、調査票に農林業の
経営状況などについて記入のお願いをしますので、調
査の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。

消防署寿都支署では、歳末警戒を実施するにあ
たり、下記の日程でサイレンを吹鳴いたします。
また、出初式の実施にあたっても同じくサイレ
ンを吹鳴いたします。

◇歳末警戒吹鳴日時

北方領土は我が国固有の領土です

・１２月２６日（木）～３０日（月）

我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後、択捉か
らなる北方四島の早期返還の実現は、国民の長年にわ
たる悲願です。
１２月１日は「北方領土返還要求運動始まりの日」
です。１日も早い北方領土問題解決のため、返還を求
める署名運動などに今後も取り組んでまいりますので、
皆さんのご協力をお願いいたします。

・令和２年１月５日（日）
・午前９時から２０秒間吹鳴
【岩内・寿都地方消防組合消防署寿都支署 電話 0136-62-2119】
文化の日寿ぐ如く晴れ渡り
弁慶音頭で緞帳上がる 石橋

妙子

典子

ふる里文芸

志田

昭風

歌

御成婚記念に植えしおんこの木
我庭の冬緑輝く

中村

セツ

短

一湾の雷電沖に船影の
水平線に見え隠れせり

亀谷

典子

ことほ

久に見る母の姿に衝撃を
記憶おぼろに我を見つめる

石橋

︵老人クラブ短歌︶

発表会孫の出番の迫りきて
ひたすら祈る汗握りしめ

スミ

典子

松沢

石橋

妙子

行く秋に花に別れの思い寄せ
鉢に拾った朝顔一輪

友と行く歓声響く紅葉狩り

志田

昭風

天間ときこ

丁字路に枯葉くるくる吹きだまり

中村

セツ

◆令和元年12月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

◇寿都消防団出初式吹鳴日時

濁流に家も稲穂も飲み込まれ
それでも天は光りをそそぎ

冬凪の沖に船影二つ三つ

亀谷

紀子

句

古里へ初新幹線や冬時雨

遠藤

スミ

俳

雪囲い放浪雲にせかされて

松沢

︵老人クラブ俳句︶

赤鬼や湯宿へ向ふ紅葉道

天間ときこ
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秋色をミラーに入れて峠越え

広報 月号７ページ「保育園調理実習」
において、ファミリーショップ米澤商店
の表記に誤りがありました。訂正して
お詫びします。

お詫びと訂正

・午後７時から２０秒間吹鳴

◆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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