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̜͑ଃ҇ݶბҀфюҀۦຍ͒Ѥ̝юѮћѣਈჂс̝ཡѹྌ৫҇ьєఘєіѣౡѠљйћᅬ҇ݷఇѶ̝ђ
ҁѓҁѣᅶѠпйћᆜ҇৾҄ѐ̝ཡѹྌ৫ѣџйڋќڋџბҀйඒڱଃ҇ݶඞшлѝюҀਈษџ
ۦຍќю̞ႏාќѤ̝ႛϮॉ҇ࢬ݂ॉࠗѝьћ̝ҮӟӕҾ̷ѣގџў҇ᄬซьћйѳьєс̝ంचҦӠ
ҽҙҗӞҬ߷ಠஶၼલѣєѶඩલѝъѐћйєѕтѳьє̞џп̝ႛନ๓ඩౡ๋ݶрѾृྴڞბ҇й
єѕйћпѿѳьєѣќ̝ਘѤૂოѠౡ๋ݶൊྴѣॹᅄѝьћढੑьѳю̞

৪ຌწྮ
̜Ϩ̠ཡѹྌ৫҇ၼલь̝ڋќڋьћ၀ѾюшѝѣќтҀბҀйඒڱଃ҇ݶඞфшѝ
̜ϩ̠ཡѹྌ৫҇ьєఘсѨཡѹྌ৫҇ьџйѽлѠђѣᅶіෟѿ҇બнҀшѝ
ホゴちゃん

ଘѾѳ

̜ͷཡѹྌ৫сࡎшѾџйѽл̝ଔйఘєіѣ्ѹрџේ҇౩й̝ཡѹྌ৫҇ьєఘѣᅶіෟѿ҇બ
̜̜н̝ཡ҇ၼલюҀшѝѣൌಃъѹᅬ҇ݷఇѶћѷѾлଙѿѴ
̜ͷဲধઝџўѣౡဲধӏӜӦҹҖҕѣџѿଛ҇ഄѹюѕцќџф̝തфѣఘѠબнଛѝьћ݈҄јћѷ
̜̜Ѿй̝ཡѹྌ৫҇ьєఘс̝ઘૉџўѣౡߋѠྣᅆџબ҇ଦцѹюфюҀӀҶһӢ̷Ң҇љфҀଙ
̜̜ѿѴ

寿都中学校生徒会代表の言 （要旨）
寿都中学校生徒会代表の言葉
寿都中学校生徒会長 ３年

西村

咲玖弥

今年、小中高校は新型コロナウイルスの影響により、
２月から臨時休校になり、当たり前に続くと思っていた日
常は、突然消えてしまいました。
さらに追い打ちをかけるように、緊急事態宣言が発令され、
６月まで再度休校に
なり、世の中にいやな空気が溢れました。そんな状況の中、悪い大人たちはものを買い占めたり、
デマを流した
りと、社会をさらに暗くしてしまうことをします。
どうしてこのようなことが起こってしまうのでしょうか。今の日本は情報を得るものが身の回りにたくさんあります
が、情報には嘘と本当の二つがあります。一部の日本人にはそれを見分ける能力が少し欠けているのではな
いでしょうか。
ある大学のフェイクニュースに関する調査では、嘘と気付かなかった人の割合は、
６０代が最も多く８４％、最
も低かった４０代でも７４％であり、
この結果を見ても、
日本人はいかにデマに流されやすいかがわかると思いま
す。
また、アメリカの心理学者によると情報の流通量＝重要性×情報の曖昧さとなり、
コロナウイルス関連の情
報は命にかかわるため、重要性が高い上に、
まだわかっていないことばかりで、関連する情報はそもそも拡散し
やすいのです。
このデマに流されやすいことと、関連する情報は拡散しやすいということの二つが、今のネット社会の弱点や
短所であり、
これから改善していかなければならないことだと思います。
どうすれば改善されるのでしょうか。
これは、
ほとんどの小中高生に言えることですが、
「〜しなさい」と言われ
て行動していることがあると思います。それと同じで、今の日本人はメディアの情報を簡単に信じて行動してしま
うから、
ネットのデマに流されてしまうのだと思います。だから、
まず自分で考えて動くことが大切で、
自分で考えて
から行動する習慣をつければ、少しでもデマに流されることが減ってくると思います。関連する情報は拡散しや
すいということについても、
自分で考えることが大切で、情報を誰かに伝えようとするときは、必ずその情報に疑
いを持ち、情報の発信源を確認することを忘れてはいけません。
もし、確認ができない場合は、
その情報を拡散
することはやめるべきだと思います。
以上のようにデマを拡散したり、
デマに流されるということが減っていけば、今の社会がもっと明るくなると思う
ので、皆さんも行動に移してみてください。
ဍѤ̝ନ๓ාӎ̷ӓӍ̷ҫͅiuuq;00xxx/upxo/tvuuv/mh/kq͆Ѡћщᅦйєѕцѳю̞
令和２（２０２０）年７月号
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͙͈ͭ̈́ၷਫ਼ ŏŰįĲĶĴ
͙͈ͭ̈́ၷਫ਼ȁ

സၛസၷਫ਼
ȁഩდ 1247Ȝ73Ȝ3522

夏の病気と気を付けること
̜ѤэѶѳьћ̝ϫॉрѾନ๓ఒᆒѠ࣍ჄьћйҀ࠙শќю̞
̜й࠽Ѥ̝ခќѷࡃс࿌рџйліѠࠁ҇рйћ̝ളѣరခѝܝခс૫҄ҁ
ћйҀѣќ̝шѳѶџరခ္ࢊѝ৾҄ѐ̝ܝခѣಆଙсൌಃќю̞
̜ਘݸѤ̝Ѡതйྐྵࡃѹ҇ѿಃҀѠзєѿࡃ҇࿌цҀшѝ҇ிݵьѳю̞

ಎછ

医師

関口

豊

ࠬգ೩ئ

Ƹᡢ˜ᩳǿƹΨᚪǜˁǜȚƹȑȎǔƹǡǔȜ
ȣƹⲘ᪃ǺǹǥȎǦȎǺᩳᣟȢೠǝ❚ǣǧȎ
ǩƺୗঌǰǡǷǿǺǟƹԒǷȒ❚ǣțǣǸǜ
ǒȚƹΨǜᇝǥǻຣȜǶǔǺǔᆤቄȔƹᕨᚪǜ
ΣǟǶȒᛙಐǜⶳǔᆤǿƹᡢ˜ᩳǻǺțǣǸǜ
ǒțǾǷᕨȢ͜ǡȎǧȗǖƺ
Ƹᡢ˜ᩳଔᵿǸǧǶƹᕯչⓞổǜঘպǷǩǜƹ
ȼʁɛʁȔἘ∈ǺǹǾȴɞȰȭɼȢঐǟ܆ȐⳠ
ȏᢽǿ֑ୋα᧹ǜǒțǾǷƹᕯչⓞổǻǿ⣫ǧ
ǶǔȎǫȣƺᕯȔ⼧∈Ǻǹᕯչⓞổǻ⣫ǧǯⳠ
ȏᢽǻǧȎǧȗǖƺ
ƸଧǧǷȒᇝǔǸǨǯșགྷⳄᒀ
ȔᕲኟȢρ᧹ǩțǣǸȒᡢ˜ᩳ̕
⬹ǻǴǺǜȚȎǩƺ

ƸউǿƹᕨᚪǜˁǜȚΨԒǾᡢȢშխǩțǯȑ
ǻ⑿ᶪǜྯഀǧȔǩǟƹᕾȢঐ⦗ǻǛǔǶ⑿ᶪ
ԒǾᕯչǸधչȢঢǖǣǸǷ⑿ࢀǜԹȘȚȒ˂
ǜțҊۺǻǒȚȎǩƺ⑿ࢀǿΣǡȜȀ↞ǔǸǔ
ǖȒǾǷǿǺǟƹᘎؕǩțǖǘǷǒțᲧಐǾᄌ
пǜൽ┷ǻǺȚȎǩƺ
Ƹ⭆ࢀ⍘Ȣሶ᧹ǧǶǔțᅁǿƹԹǸ۵Ǩ⍘Ȣউ
ǻሶ᧹ǩțǸ⑿ࢀǜ˂ǜȚǩǞǶǯǱǟșȏǺ
ǹǾᩳᣟǜխțǣǸǜǒȚȎǩƺᩳᣟǜǒțउ
۱ǿƹ⍘ǾᲸⲳȔ⦗Ȣઓᶺ
ǻȘǳǶȼɼɑɶʁɴǩțൽ
┷ǜǒȚȎǩǾǷƹ▨ཁȈ
Ǥᭁ☑ǟǰǥǔƺ

̤ਈ͈͂ັ̧ࣣ̞༷

ෂࠫۯ
ƸୋᶪỈ᮹ǿƹȟǝȔ⃰₦⤵Ǿ᪃ȏǻפǘ
ǶƹᡢȔ۹ǝᕨƹ⑿ୋǺǹǾᩳᣟȢೠǝ❚ǣ
ǧȎǩƺউǿΨԒǾᕯչǜᕾǸǧǶঐ⦗ǻխǶ
ǔǟǾǷƹᕄᅡ⿁『⿁⾾⿅Ǿୋ⦗ǜଧǺǟǺ
ȚȎǩƺୋǜដǥȜțǸƹୋ˜Ǿ༕չǜⳤ݆
ᣟຏǻǺǳǶỈᇌلǧỈ᮹ǻ
ǺȚȎǩƺ
ƸǒșȖțᩱᕨǾ˜ǷȒʷᨰ
᪃ǔǸ╶ȟȜțᩱᕨǄୋᶪỈ
᮹ǅȢ̕⬹ǩțǯȑƹǣȎȑ
ǺᕯչⓞổǻȘțୋ⦗Ѕǜ
ኦǷǩƺ

ƸউǿƹɜʁɴȢǿǨȑǚ⥔ǜῢܭǧǔઓᶺǷ
ǩƺǧǛǧƹȫɴȼʁɴǷǿƹউǻൽ┷Ǻᕯչ
ⓞổȢǩțǣǸǿǷǝǪƹȫɴȼʁɴȢչ╬ǩ
țǯȑǻΨԒǾᕯչȢρ᧹ǩțǾǷƹΨǿ⃗ᕯ
ᣟຏǻǺǳǶǧȎǔȎǩƺȎǯƹΨԒǛșᕯչ
ǸǸȒǻधչǺǹǾɨɖɲɴǜխǶǔǳǶǧȎ
ǖǯȑƹǚ⥔ȢⳠȐǸǝǿƹᕯǺǹǷᕯչȢƹ
ǚǴȎȏǷधչȢⓞổǧȎǧȗǖƺ
ƸȎǯƹǶǔț⫼ǻȒᕯչǜঢȟȜǶǔǟǯ
ȑƹǚ⥔ȢⳠȣǰൗǿᣁǻঐȑǻᕯչⓞổȢǧ
Ƕǟǰǥǔƺ

̜ခќ͑రс࿋ഒьћйҀ͒ѷьфѤ͑ۄѴݦує͒҇བඊюҀ৾Ѥളซ҇৫йѳьѼл̞ۦຍঞ
ѹࡁൕঞѠള҇लѿ̝࠱୯рѾॳјћйєѾరခ္ࢊьєѿюҀѕцќѷᄬၼѠभсѿѳю̞࿘ඍрѾ
ခѣӌҬһള҇එјћпфшѝс्ࠊᅬѠљџсҀѣќ̝लҀဟ҇љцҀѝᆖйќьѼл̞
ȁࣽා͈͉ذȂۜஅછచॐ́ζΑ·̳ͬͥܥ̦ٛ௩̢̞̳̀͘ȃ̹̱ͤٸ͉́ٸؚȂඤ͉̭́͛̈́۟͘ܨ
̫ͬ̓̈́ͥڥȂۜஅထཡ͂ಎછထཡ഼͛ͅȂఘ͈་ً̠̱̱̮̦̫ͣ̈́͘͡ັͬܨͅاȃ
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̻̥ͭͣ͝ ̤ා́ͤ͘ܙ

സ֗ޗտ֥ٛ
ȁഩდ 1247Ȝ73Ȝ3211
ȁGBY!1247Ȝ73Ȝ3391

͙̦ͭ̈́Ȃ૽৽͈͍ڠ
ᚃ܇ỂಏẲớẅ
ẅᴾẅἫἥὊἋỶἱὅἂܴẅ͵

ٰ˞ỚἻἊỼ˳દẅ͵
̜ࡸѴ࠽ࠗඩѠᅟҁсіџ͑೨̡೨ࡎт̡щ
Ѥ҈͒ѣࡋഌьйౡߋӝҭӓ҇ଚѿ̝໙ษ̡ब
ഘษџۦຍ߸ѣซඨ҇ҀєѶ̝͑ࡸѴӜҫҝ
ള೧͒҇݁ࡌѣ໙นќގьѳю̞
̜ѣъѠця̝ݍഗѹᄖѕіѝڵѠӜҫҝ
ള೧ќള҇ຍрьѳѐ҈р̞ފъ҈ѣઅ݈҇пഹі
ьћйѳю̞

̜Ϫ݁ړѣпથъ҈сйҀથ҇വொѠӌӆ̷Ҭ
җӒӦңࢲ૭҇ގьѳю̞
̜ᄳஜ࠽рѾరѠьѵшѝѤ̝༔ࡀѣ൦ѹ
ۦຍࡀѣষѠљџсѿѳюѣќ̝ёѧщઅ݈ф
ѕъй̞
ᩒϸஓᴷᴴఌᴮᴲஓᴥ෩ᴦǾ
ǽǽǽǽǽᴵఌǽᴲஓᴥ෩ᴦǾᴮᴯஓᴥ෩ᴦ
ǽǽǽǽǽԟҰᴮᴭᴰᴭґᵻԟҰᴮᴮᴰᴭґ
͢ǽǽکᴷ႔ʡ˂ʵ
ផǽǽ࢙ᴷߴ൙ࢍǽϧ࣐ख़ᇋ
ǽǽǽǽǽ͍᚜ǽߴগފǽ
ߦǽǽ៎ᴷႆऻᴳɵఌ͏˨ᴰද͏˩ɁȝފȨɦȟ
ǽǽǽǽǽȗɞᜆފ
ǽǽǽǽƆᮐȟȬɢȶȹȗɞȦȻȟస͔ȻȽɝɑȬǿ
႑ᣅఙ᪅ᴷᴴఌᴮᴰஓᴥఌᴦ
႑ᣅɒˁȝץȗնɢȮаᴷͳޙΡ

ᩒϸஓᴷᴵఌᴰஓᴥఌᴦᵻᴳஓᴥజᴦ
ǽǽǽǽǽԟҰᴴᴭᴭґᵻᴥᫎ˹ۿඨᴦ
͢ǽǽکᴷಂ͢ᮁуٛǾᅸᣜȞɕɔуٛ
ߦǽǽ៎ᴷзˁႆाǾˢᓐ႔
Ȱ Ɂ ͅᴷՎӏȨɟȲзˁႆाȾɂǾఊጶஓ
ǽǽǽǽǽȾՎӏ᠈ɥᥓ͇ȪɑȬǿ
ǽǽǽǽǽƆఊጶஓȾՎӏȺȠȽȞȶȲзˁ
ǽǽǽǽǽǽႆाȾɂଡ଼ᑎ݃͢׆ሻՠȺՎӏ᠈
ǽǽǽǽǽǽɥᥓ͇ȪɑȬǿ

ກែݱᾂὉᾃ࠰ဃ
ẅẅẅἡἿỸỵὅỽἮἓἵỉᒁౡả

ỸỵἌἅἲỽἾἕἊẐӞ૨ửᛠờạὲẑẅ͵
̜ාѣᆿઞѠࢺႴ҇ૐі̝ᆿઞ҇ߋрьєѳіњфѿ҇
৫лєѶѣଙѿѴѣࠅڵѝьћ̝ҙҖҭҦӓҞӟҶ
ҫ͑ॾဍ҇ѷл̥͒҇݁ࡌѣ໙นќގьѳю̞
̜ନ๓ѣ౷ѣᄼથџўѠљйћॾဍ҇Ѵݷт̝
ᆿઞѠ௳ҁћѴѳѐ҈р̞Ѷћઅ݈юҀၒќѷ
ьѶҀѽл̝ဍ્ѣѴၒџўѠљйћݷಋ҇ফн
џсѾ̝҄рѿѹ
юфకѶћйтѳ
юѣќ̝пࡃवѠ
щઅ݈фѕъй̞

̜ϭॉϪ໙̝ᇔϪ̡ϫౡс৾ษџѣڵ
ࠅѝьћ̝ӂӠҙҖӦҞӏҴӖѣྻ௭н҇৫йѳьє̞
̜ਘѷӢ̷ҢӜӦҼݓѣ௱ۀѣၒѠщࢥᆜйєѕ
т̝൱ࠠා࿄ඩѣགྷќࣅ҇৫йѳьє̞௱ۀѣၒр
Ѿ௭нၒ҇ࢲ҄јєૌຕєіѤ̝ൌтџҞӏҴӖс
Ҁѽлࠫй҇ਕѶџсѾලѠ௭нѳьє̞
̜ҞӏҴӖѤϰॉ
Ѡମ҇৫й̝Ϩϧ
ॉѠ৫҄ҁҀ͑
ӂӠҙҖӦେ
͒ݶќછлӜӦҲ
ӦѣᆎѠџҀᄬ
ซќю̞

࣒ज͈အঊ

ݤᣃထዮӳ૨҄ᅛӏỎ
ẅ૨҄ਰᐻʙಅỉɶഥỆếẟề

ᩒϸఙᩖᴷᴴఌᴯᴮஓᵻᴮᴭఌᴯᴴஓ
ǽǽǽǽǽුཌ௷ஓᴥᇗஓɂȢᴦ
ǽǽǽǽǽԟऻᴴᴭᴭґᵻԟऻᴵᴰᴭґ
͢ǽǽکᴷ፱ն୫ԇʅʽʉ˂ǽᴮ᪡ǽϧ࣐ከျ
ߦǽǽ៎ᴷᯚಇႆ͏˨Ɂ
႑ᣅఙ᪅ᴷᴴఌᴯᴭஓᴥఌᴦ
႑ᣅɒˁȝץȗնɢȮаᴷͳޙΡ
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̜ନ๓ා৾ဍ݂ੌࡹѨဍ݂ఁࢺૉࣅѤ̝ంचҦӠ
ҽҙҗӞҬ߷ಠஶၼલѣєѶ̝ਘ๘ѤඩલюҀш
ѝѠйєьѳьє̞
̜ьѴѠъҁћйєފъѳѠѤ̝ൌဦఈьᄆзѿ
ѳѐ҈с̝щᅬݷфѕъйѳюѽлпࠫйఈьч
ѳю̞
5
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まちの
出来事＆
お知らせ

斉下納さんが瑞宝双光章を受章しました
̜८ନ๓ාಱࠊᅬۀښݶۀښේࡹѨ८ᅶࢲᇫѣ౯݁ъ҈
ͅ๎ා͆с၊র҇ଦъҁѳьє̞
̜౯݁ъ҈Ѥ̝နϯϭॉѠନ๓ාಱࠊᅬۀښݶۀښѠಱໟঞ̝
ຎϮॉѠຎۀښේѠໟъҁ̝Ϩϭࠗѣ۱тѠ҄єѿ௱ь̝ಱ
૪৫ѣหࠊᅬࡹѨಱगѠ࠴ᄮъҁѳьє̞
̜ѳє̝னᇭϪϧϫॉрѾϫϧѣ۱тѠ҄єѿ̝ନ๓ා̝ႅഡ
ѣѣࢲඈѠᅶі̝နϮϪॉѠନ๓ාᅶᇔ҇ໟъ
ҁҀѳќ̝౾ໟ߷ѝ҇ѷјћૌຕѣ࠱ೊࢲڲѠᆜ҇ධсҁ̝۱
ѣল౼сѶѾҁшѣ๘ѣଦѝџѿѳьє̞
̜пѶќѝлщыйѳю̞

戦没者追悼式

選手たちへ応援メッセージを届けよう！
〜応援大使連載企画〜

̜ϭॉϩϩ໙̝৾ဍ݂ҮӦҲ̷ќ̝ಘ೯Ѡѽѿ
ౠѝџјєନ๓ාѣ࠙ओଅ҇෪юҀಘႊଅ෪ૡ
ѝ̝ନ๓ාଃݶશࢥࡣݶсଘюҀڟᆻੌс৫҄
ҁѳьє̞
̜અᇀଅڵఘѧѝѿсफ़҇ݛ৫й̝ٮѣྴ҇ڞю
ѝѝѷѠৈࡶနᇭѠവюҀ౩й҇ంєѠьѳьє̞

̜йѽйѽގ႞ьєӊӠჿࢄѠ৾҄ѐ̝ၿއຘ໙ႏ
ӂӓӈҔҗҲ̷ҭ͑ϨϮϰધාഡܥൌછ͒ϩϧϩϧ
ࠬݭѝьћӈҔҗҲ̷ҭ၈҇ᇍੑьћйтѳю̞
̜ਘݸѤ̝ନ๓ාܥൌછѣൌใാಱଛ̝ێ।
ఊজಱଛѹၿއຘ໙ႏӂӓӈҔҗҲ̷ҭѣಱଛєі
ѭӔҶҮ̷ҫ҇ෟಅຬцҀݭࠬܥќю̞
̜ьфѤ̝݁ࡌ҇щᅦфѕъй̞

ఱനణা

敬老会中止のお知らせ

ֳऎࡉ૯ࢁ

ͶఇыਔѳಐЋЈЂ
iuuqt;00gpsn/gjhiufst/dp/kq0
ipllbjep28:`nfttbhf31310joqvu
Ͷఇਔ࠼ॺ
ϮॉϪϨ໙ࣟ͆ͅѳќ

̜ᆰϰॉѠގьћпѿѳюतᇢݶѤ̝ంचҦӠ
ҽҙҗӞҬ߷ಠஶၼલѣєѶ̝ਘ๘ѤඩલюҀш
ѝѠйєьѳьє̞
̜ьѴѠъҁћйєފъѳѠѤൌဦఈьᄆзѿѳѐ
҈с̝щᅬݷфѕъйѳюѽлпࠫйఈьчѳю̞
̜џп̝ရନ҇हнѾҁєၒѠѤ̝шҁѳќўпѿ
ࡌ࿁҇ഈฉъѐћйєѕтѳю̞ѳє̝ϮϬړ
ѣतᇢݶവொଅۀѠпṤຉࡹѨନ๓ාଃݶશ
ࢥࡣݶрѾѣࡌ࿁҇༖࿌ъѐћйєѕтѳю̞
̜༖࿌Ѥ̝ϰॉϨϫ໙̝ϨϬ໙҇ᄬซьћйѳю̞
̜̜̜̜̜̜͕ාჂݢଃݶશओ̜1247.73.3624͖

ųࣖੲȡȃǻȸǸƸŴᢠƨƪ
ƕᙸǔƜƱƕưƖǔǑƏᢠ
ȭȃǫȸǍݜƴਫ਼ЈƞǕǔǑᲛ
ųȕǡǤǿȸǺऴإưƸŴȕǡ
ǤǿȸǺƷᝍᓙចԼƕ࢘ƨǔǯǤ
ǺƳƲƕਫ਼᠍ƞǕǔʖܭƳƷư
உƷ࠼إᛏǛȁǧȃǯƠǑƏᲛ
フレップ ⒸH.N.F
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令和２（２０20）年7月号

広報すっつ

まちの
出来事＆
お知らせ

なかよしひろば
「ママさん交流会」開催

コロナに負けるな！
寿かきドライブスルーセール開催

̜ϭॉϩϩ໙̝થڲћબҮӦҲ̷ќџрѽьѧ҂
ѥ͑ӑӑъ҈ফᅻގ҇͒ݶьѳьє̞
̜થڲћඩѣп၁ъ҈ຎડќӝӜҶҢҬьџсѾফ
ᅻ҇ఇѶ̝ьйࠗ҇ݦщьѳьє̞

̜ϭॉϨϫ໙̡ϩϨ໙̝ഥ܇බଇͅအා͆
ќ͑ҦӠҽѠцҀџ̥ନртҼӜҗӉҬӞ̷Ү̷
Ӟ͒҇ގьѳьє̞
̜ంचҦӠҽҙҗӞҬ߷ಠஶѣۭࢾќ̝ාѭѣࠒর
ࡱѣѿਕѴсᅝіਕѵඩ̝ନртѝߋѰєћ҇ଇ
Ѡјєѳѳڋьћ৯йєѕцҀҼӜҗӉҬ
Ӟ̷ၒૡќཧ༟҇৫йѳьє̞চಷϨϧѣཧ༟ގ
ઢಷрѾݶѠාޓѣпࡱъ҈сၟҁѤэѶ̝ϩ
໙ࠗќᄄϫϧϧോсᅗාъҁҀџўൌౢࢴѝџѿѳ
ьє̞
̜п܂ьйєѕйєފъ҈зѿсѝлщыйѳьє̞

̜થڲћબҮӦҲ̷ќѤ̝ॉѠిࡇ̝ݸಊѠ৾҄
ѐєҗӌӦһѹ̝ಕჸѣၒ҇৭નѠпதтьћ̝થ
ڲћѠ࠙юҀ৭҇ގьћйѳю̞пથъ҈ѝڵ
Ѡьфઅ݈юҀшѝсќтѳюѣќпࡃवѠп
܂ьфѕъй̞
ᴹފᑎȹୈʅʽʉ˂ᩒஓᴻ
ǽˁුఌᵻᦂ௷ஓǽԟҰᴶᵻඩԟ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽԟऻᴰᵻԟऻᴲ

˒ˎˍȁΡρͼήΑσȜ͈အঊ

とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏl.27〜

̜ਘॉѣҾӘ̷ҬѤ͑ຘѣۿѴџѝѳ̼ҁନ๓͒͑ҕӦҹҽҪӚҶӊନ๓࢚ڵ͒͑ӌ̷Ҟӝ̷ନ͒рѾ
пຬцьѳю̞

みなとま〜れニュース

ݤᣃငእ⇁ⅺↆ∇⇱∋∞↝Ↄኰʼ≆

ǽஓȾஓȾȨȟۄȪǾ۶ҋȬɞൡ͢ɕ۹ȢȽȶȲɁȺɂȽȗȺ
ȪɚșȞǿ۹ȢɁᄒȨɑȾǾټɽʷʔɰɮʵʃ౫დ᩻ඨȾȧ
ᥓਁȗȲȳȠȕɝȟȻșȧȩȗɑȬǿ
ǽȨȹǾᤍɁᮟȺɂߧ᥆ႇɁ᭥యɥΈȶȲʫʕʯ˂ɥȧጳ̿ȗȲ
ȪɑȬǿ
ǽȈႆɰʕɁʂɱʘʣ˂ʆᴥᴮᴰᴭᴭяᴦȉɂǾ຺ҝ႔ȺڗȨ
ɟȹȗɞȈ᭛Ɂʚʂʵȉɥʇ˂ʃȾΈႊȪȲʛʃʉȾǾȦɟȞɜ
ɥᣊțɞߧ᥆Ɂႆɰʕɥ᠗ดȾ̋ȮȲȦɁ۳ȝȬȬɔɁˢֿȺ
ȬǿȨɢɗȞȽʚʂʵɁᮓɝȻɰʕɁႂȨɥڥᑤȺȠɑȬǿ
ǽȈʙʕ˂ʔʍʎʇʟʒᴥᴰᴵᴭяᴦȉɂǾߧ᥆ȺȨɟȲ
ȈȗȲȼɝɂȴɒȷȉɥΈႊȪȲʇʟʒɹʴ˂ʪȺȬǿᮓɝȟᓦ
Ȣ༟ՀȽȈȗȲȼɝɂȴɒȷȉɂǾᮓɃȪȗʔʍʎȻȨȶɄɝȪ
Ȳʇʟʒɹʴ˂ʪȻᄾॴᏰȺȬǿ
ǽߧ᥆ႇɁɁ᭥యɥ֞ɢȶȹȗ۳ɥ̋ɝҒɝɑȪɚșǿȯ
ɅǾɒȽȻɑᵻɟߧ᥆ɋȝᠰȪȢȳȨȗǿ

ႆɰʕɁʂɱʘʣ˂ʆ

ʙʕ˂ʔʍʎʇʟʒ

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
電 話 ：０１３６−６２−２５５０

令和２（２０20）年７月号

広報すっつ

開館時間：
【4月〜9月】
９：００〜１8：００
休 館 日：
【4月〜9月】無休

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

●

●

●

●
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まちの
出来事＆
お知らせ
アンテナショップニュース Ⅴ⇈∙⇬⇰⇝∍⇩⇽ݤᣃᮄɟ࣎Ⅵ∐⇱∋∞⇈∑⇐∞⇽∙ↆ↭ↆ≆
ǽ̾ࢳᴰఌȞɜᚽȪȹȝɝɑȪȲɬʽʐʔʁʱʍʡ
ɂǾᴳఌᴮᴮஓᴥజᴦȈɬʽʐʔʁʱʍʡߧ᥆ᰇˢ॑ȉ
ȻȪȹʴʕʯ˂ɬʵɴ˂ʡʽȪɑȪȲǿ
ǽࣆюȾоɞȻǾᄻɁҰȺᐳ̷ȟ૱ɞݎȟțɞоՠඩ
ᬂɁࢿȁȻȪȲߧձɵɰʽʉ˂ȟᄒȨɦɥᣊțɑȬǿ
ǽоՠծϫȾɂǾȝ٠ႇȾȪȲɝǾȝધȴ࢜ɝȗȲȳȗ
ȹߧ᥆ɁɁࢶȟഒȪɔɞᰚᰇˁ෩ႇӏࡾֿɽ˂ʔ˂ȟ
ᜫᏚȨɟȹȗɑȬǿ
ǽʳʽʋʫʕʯ˂ɂǾȝߧձȾۿɊɜȻȰɃȟ͇ȗȲ
ʅʍʒʫʕʯ˂ɗᰚ̀Ƚȼɥ૬ΖȪȹȗɑȬǿՀȢҒ
ɝȷȤȲᰚȽʗʉȺ૱ɞȝߧձɂፏֿȺǾጨయట఼Ɂ
֞ɥഒȪɔɑȬǿ
ǽʑɭʔ˂ʫʕʯ˂ɂǾȝߧձȳȤȺȽȢǾȝҨᡵɗཱུȠ࿎ɥɂȫɔǾˢֿ୳ျȽȼɁʫʕʯ˂ɥ૬ΖȪ
ȹȗɑȬǿᰇȾնșյሗɁȝᥕɥȧႊȪȹȗɑȬɁȺǾɗՓ̷ɥȝȗȕɢȮɁ˨ǾȯɅȧҟႊȢ
ȳȨȗǿ
ǽʕʅɽɲʴɬȺɁߧ᥆Ɂ᭥Ɂ૬ΖȻǾ᭥ɥֆɔȲߧ᥆ɁᰀӌɥࢿȢᄉαȪͤțɞȦȻȺǾట႔Ɂ᭥Ɂ͇
ӏΙϏȻᅺջ࣊տ˨ɥَɝǾɑȴɁЫѓႆɋȻᎢȥȹȗȠɑȬǿ
ƆȽȝǾߧ᥆ɬʽʐʔʁʱʍʡߧ᥆ᰇˢ॑ȺɂǾ
Ȉߧ᥆Ыɷʭʽʤ˂ʽቼᴯओʡʶʩɬʪֿףҦȉȟҟႊ
ǽȺȠɑȬǿ

࢚

ᰚᰇˁ෩ႇӏࡾֿɽ˂ʔ˂

ˢ॑ް᭥

アンテナショップ寿都魚一心
●
●

●電
住 所 ： 虻田郡ニセコ町曽我５１−５
話 ：０１３６−４４−１２０８
営業時間：１１：００〜１５：００、
１７：００〜２２：００
（ラストオーダー 21：１５）

ベーカリー寿ニュース

定休日 ： 水曜日

●

↕ↆ࣎ܤⅹӤↆɥⅻ↹ⅾↄⅳ

ǽȗȷɕʣ˂ɵʴ˂ߧɥȧҟႊȗȲȳȠȕɝȟȻșȧȩȗ
ɑȬǿ
ǽʣ˂ɵʴ˂ߧȺɂǾټɽʷʔɰɮʵʃ౫დ᩻ඨߦኍ
ȻȪȹǾᄒȨɑȾާ॑Ȫȹȧ᠔оȗȲȳȤɞɛșյሗʛʽ
ɁρӿᚽɥஃȪȹȗɑȬǿ
ǽɑȲǾᚖႆከျॎࣄɁȲɔǾ؆ഈᩖɥᅽ᎔Ȫȹȝɝɑ
ȬǿȧျᜓȻȧԦӌɥȝ᭐ȗȗȲȪɑȬǿ
ǽగ᭥ɗԟऻɁȝɗȷȾʣ˂ɵʴ˂ߧɁʛʽɥȯɅȧҟႊ
ȢȳȨȗǿ
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 ：１1
●定 休 日 ： 日曜日
：3０〜１６：００
●
●
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広報すっつ

प̳́
̳̩̳̩ˍ

˓ͦ͘

ୠ
͈
͈
ௗ࢛

̭͉̩

කٖȁ᜶ᜯ̻ͭ͝
Ȫ22ͦ͘ȫ

క̙ 3-:19క͕͂ 4 ̓ొവ఼ 2-778ొവ͖͂ 1 ̓
̙උ̙ 2-532క͔͂ 2 ̙̓ஃ̙ 2-598క̙͕͂ 5 ̓
͂ᆫᇪϦ ϩॆႦॳੑେႿႌൈව̓

ȡ̭̻͉ͭͅȁ̱̩͇ͧ͢ȡ
̜̯͌

Ȫఱ֙ȫၧȁ̯ͭ
ࢡȁ̯ͭ ͈ঊ

ളȁോȁȁᚰȁಱု̩ͭȪ ˒ 0ˑȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁఱ౷̯ͭȆခྚ͈̯ͭحঊ
̭ ȁ͂

ܤظܤظȁༀനȁ၊̻ͭ͝ڸȪ ˒ 0˒ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ̯ͭȆ༠̯͈ͭঊ

ȁ̤̻̦ͭ͝ఱࢡ̧̈́᜶ᜯȂˍप͈౪
̤̠͛́͂Ȋઢ̞̞̽͋ࡓ͇̀̽֗ͅܨȊ

̜͙͠

ȁȁȁ࿐ఆȁ༜̻ͭ͝Ȫ ˒ 035ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁఱ༟̯ͭȆໍ̯͈ͭঊ

අ༆ͅ߄ັݯڣ༒̱̹
!घ݁ͅಕփ̱̱̠͘͡
̜ంचҦӠҽҙҗӞҬ߷ಠஶࣘࡽफവ੫ѣຠအซ
ࢊ࿌ࣟͅϨఘϨϧႯ͆܆ѣબࢊѠཕй̝ਈќ࿋
џไᇮџўсೱйќޱъҁћйѳю̞ྈޕѠ
҄џйєѶѠьјрѿവ੫҇৫йѳьѼл̞

ȡ̮̞͛͏̩ͬȁ̤̳̱ͤ͘ܫȡ
ܤظ!!ܤظಿඤΙঊ̯ͭȪ 6 039ȫ:8प
ȁȁȁڦോȁȁௌ̯ͭȪ 7 0˓ȫ99प
ൖ༆ષൖ༆!!଼നȁη̯ͭȪ 7 028ȫ:2प

້̮̹̱̞̰̮̠̦̜͂ͤ͘ܙ

ྩજ͞ুহఘ͈֥̦̈́̓Ȃ̭̠࣐ܱ͂ͬئ
͉୲చ̵̜ͤͭ͘ͅ

ऎಅ࠺୭ڼٛ২Ȫ܊ඤȫ
ȁయນ৾২ಿȁऎಅȁםຮȁအ
ȁȁ๊̱֚̀͂߄້ܙȁˎȄˌˌˌ!Ȅˌˌˌ

ͷॶࣟຍᄱࡀͅϸЋЄ͆ѣ೧҇пࠫйюҀ
̜шѝ
ͷଦࢊѠзєѿ̝ଛిᆎѣఁਕѴ҇ࢀѶҀшѝ
ͷӔ̷Ӟ҇ѿ̝ЌЉЃ҇ҢӝҶҢьћఈ౪ଛഘ
̜т҇ࢀѶҀшѝ

ಎఆȁ೧খȁအȪܤظܤظȫ
ȁസলଽฑଽฑˍˑ๔͈ࡔȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁఈˑˏຊ˒˓Ȅ˒ˌː/ˌˏԦ

୲చ̢̞̈́ͅޗȊള̯̞̈́Ȋ
ͷڎே৽̜ͷ෭ස̜ͷӑҗҽӦӃ̷̜
ͷশ৽̜ͷҠӖҶҪӘҞ̷Ҽ

●消防団員の異動●
Ǵ͖ႊ（令和２年6月１日付け）
ǽቼᴮґيቼᴮǽǽǽ׆يǽ˹͵܀
ǽቼᴮґيቼᴯǽǽǽ׆يǽᆂՁǽඩ˧

̜࿋џไᇮѹӔ̷Ӟџўсзјє৾Ѥ̝
ନ๓ऴੴѭщೱඏфѕъй̞
̜̜̜̜̜̜͕ନ๓ऴੴ̜1247.73.3221͖

ظ

Ⅲⅵၖࠝ

ౣ

߉

শࠣ⅛ئ൲℻ⅅဘઁܢ
₉₉ ↊⇀↠⅘ℿ⅙⅕ຐपⅮ⅄ⅇ
₉
֚ს⅛ࡼַⅶ⅓ℸⅴచ⅛܅
₉₉₉₉ ᷃ࢄദ⅛ℹ⅀ⅷℷⅴ⅗ⅴ
₉
ⅲⅴ⅛༽ℵ⅛↴←ↆℹℽ
₉₉₉₉ ࢡⅬ⅛࿅အว⅘ⅰ⅃ⅅℽ
₉
ِ℺⅘زⅯ↴←ↆඑℿⅴփ⅘ٸⅯ
₉₉₉ ↿↞⇀ࣝຖℶ⇀↴⇅⅘૫ⅴ
₉
︵老人クラブ短歌︶
ࣽⅯྌࣽⅻେⅴ⅘֚ⅻ
₉₉₉ Ⴊ⅛ↀ‡↾ℹು⅛⅃ℷⅈⅴ
₉
ௗ⅂ⅅ⅛ି⅛⅘ည⅜ⅶ⅓
₉₉₉₉₉ ⅛ܐℵශ⅘ةഥℷⅼ
₉
ၔ⅘⅟Ⅻⅸⅴ⅛ٔ℺⅄⁁ℽⅴ⅕
₉₉₉₉ ು⅘ℴ⅀⅍ਅ⅛ॼⅴℹ
₉
ⅅ⅃Ⅿႆⅅ⅃Ⅿקℷࡼٝܝ
₉₉₉₉ ਘⅇⅵஜ༦⅛Ⅲ⅕⅁ⅷ
₉
౯ℴⅴ֚௷்ℽূℽ൨⅜
₉₉ ีⅬ⅗హ⅝Ⅼඵഽ࿒ূℽ⅗ⅴ
₉



₉₉₉
⅍ⅼⅪⅪⅻ՜ⅳⅉૺⅭ༦৬
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