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３月３１日をもって風連日進小・中学校が閉校します。現在、在籍してい
る児童については、６年生は風連中学校に、その他の児童については風連中
央小学校にそれぞれ新たなスタートを切ります。
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風連日進地区は、風連別
川上流に開けた稲作・畑作
・酪農家を営む、約 戸ほ
どの純農村地帯です。地域
住民は風連日進を愛し、多
くの地域活動を通した連帯
感には強いものがあります。
未来を担う子どもたちに夢
を与え活力ある地域づくり
を合言葉に始めた「日本一
小さな雪祭り」スノーフェ
スティバル。祭りの賑わい
と楽しさを味わわせたいと
始まった出店 縁(日 。)今年
で 回目となる零下 度ま
で下がる夜に一日３回ほど
実施するスケートリンク造
りの水まき作業。地域伝承
太鼓である風連御料太鼓の
指導など、地域全体で子ど
もの輝きを支える活動が盛
んです。

地域全体で子どもの輝きを
支えた風連日進

校長
牧 野 裕 三
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・明治 年 月 風連教習所と
して現在地に開校
・明治 年 月 風連御料尋常
小学校と改称
・大正 年６月 日進尋常小学
校と改称
・昭和４年４月 高等科併設、
日進尋常高等小学校と改称
・昭和 年４月 日進国民学校
と改称
・昭和 年４月 風連村立風連
日進小学校と改称（高等科廃
止）、また、風連中学校日進
分校として中学校が併設
・昭和 年 月 風連村立日進
中学校に昇格
・昭和 年 月 新校舎完成
・昭和 年４月 小・中併設校
の日進小・中学校となる
・平成 年３月 名寄市との合
併により「名寄市立風連日進
小・中学校」となる
・平成 年８月 日進開拓 年
・小学校開校 年・中学校開
校 年・風連御料神社創祀
年合同記念式典
・平成 年４月 風連日進中学
校が休校
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思 い 出の 校 舎 は 忘 れ な い よ ！
風連日進小・中学校閉校
ー 年の歴史に幕ー
■風連日進小・中学校閉校
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とまり けんた

昭和38年まで使用した日進小校舎

２年生 泊り健大くん
お父さん､お母さん､ち
いきのみなさん、先生い
つもありがとうございま
す。日進小学校にあと２
カ月しか通えないけど楽しくした
いです。
ほりぐち

昭和26年
日進中学校校舎落成

ひびき

４年生 堀口 響くん
ぼくは、いつも地域の
皆さんに支えられて学校
生活を送っています。行
事も楽しかったです。感
謝しています。ありがとうござい
ます。
くろしま ゆうか

平成９年
小学校開校90周年･中学校開校50周年

６年生 黒嶋優香さん
私たちは、少ない人数
でも行事などを進めるこ
とができました｡これは､
保護者のみなさんや地域
の方、先生方がいたからです。感
謝したいです。

●●●●こどもたちのことば●●●●

なりさわ あんじ

１年生 成澤晏士くん
おとうさんやおかあさ
んやちいきのかたにささ
えられて、いつもげんき
でせいかつができました。ありが
とうございました。

なりさわ とうじ

２年生 成澤燈二くん
ぼくは、ちいきの方や
お母さんやお父さんにい
つもささえられて､こん
なにいい子にそだてられ
ました。みなさん、ありがとうご
ざいます｡
なりさわ ろっか

４年生 成澤六花さん
私は、いつもたくさん
の人たちに学校生活を支
えてもらいました｡おか
げで楽しいことがたくさんありま
した。ありがとうございます。
ほりぐち

さずく

５年生 堀口 授くん
ぼくは、お母さんやお
ばあちゃんや地域の人た
ちにいつも支えられてい
ることに感謝しています。ありが
とうございます。
とまり しょうへい

６年生 泊り翔平くん
ぼくは、いつも地域の
皆さんや両親に支えられ
て生活しています｡もう
少しで卒業です。これまでの６年
間、ありがとうございました｡

平成24年６月
運動会で地域の方とともに集合写真

式

典

惜別会

3月2日(土) 10：00
同校体育館
3月2日(土) 11：30
同校体育館

※参加希望の方は事前に学校までご連
絡ください。( 01655②6036)

卒業者数
中学生 1,380人
小学生 2,371人
（今年度卒業生を含めて）
3

平成25年2月号

風連日進小・中学校は、
明治 年に風連教習所とし
て開校以来、小学校は 年、
中学校は 年の歴史があり、
昭和８年から 年までは小
学校の児童数は 人 を 超 え
ていました。この伝統ある
風連日進小・中学校で学ん
だ最後となる児童８人は、
他校とは異なる貴重な体験
をもっています。このこと
に大いに誇りをもち、次の
世代を担う若者として、風
連日進を愛する心をもち、
人との関わりを大切にし、
社会に貢献できる人材に育
っていくよう努力を続ける
ことを心から願ってやみま
せん。

閉校式典・惜別会のご案内

41

65

23

300

105

市民の皆さんの
意見を反映する

パブリック
コメント

皆さんのご意見を募集します
市では、市民参加のまちづくりを推進するため、名寄市パブリック・コメント手続
条例に基づき、次の計画案を公表しています。ご意見をお寄せください。

提出先・ファックス番号・
問い合わせ先-Ｄ

計画の案件名-Ａ

計画の概要-Ｂ

提出期間-Ｃ

第２次名寄市社会
教育中期計画(案)

新市総合計画の基本目標の一つであ
る“心豊かな人と文化を育むまちづ
くり”を柱に策定した「名寄市社会
教育中期計画」が平成24年度で終了
するため、平成25年度から平成29年
度まで今後５カ年の社会教育を推進
するため策定するものです。

～２月22日(金)

〒096-0023
名寄市西13条南４丁目
市民文化センター内
教育委員会生涯学習課
電話 ０１６５４②２２１８
FAX ０１６５４②２３５６

名寄市暴力団排除
条例(案)

現在、全国的に暴力団排除に関する
市町村条例が制定されています。不
安のない明るい社会の実現のため、
市民の安全で平穏な生活の確保およ
び地域経済の健全な発展に寄与する
ことを目的に暴力団排除条例を策定
するものです。

～３月４日(月)

〒096-8686
名寄市大通南１丁目
市役所名寄庁舎１階
環境生活課環境・生活安全係
電話 ０１６５４③２１１１
内線３１２６
FAX ０１６５４⑨４０１１

名寄市健康増進計
画「健康なよろ21
（第２次）｣(案)

健康増進法に基づき、乳幼児から高
齢期までの生涯を通じた健康づくり
を推進するために策定した名寄市健
康増進計画「健康なよろ21」が平成
24年度で終了するため、平成25年度
から平成29年度まで今後５カ年の健
康増進を推進するため策定するもの
です。

２月４日(月)～
３月５日(火)

〒096-0032
名寄市西２条北５丁目
保健センター
電話 ０１６５４②１４８６
FAX ０１６５４②７２６７

公表の方法

意見の提出方法

○名寄市ホームページでの閲覧
URL＝www.city.nayoro.lg.jp/ → トップページ
→ 各種情報 → パブリック・コメント
○指定場所での閲覧
市役所（名寄庁舎・風連庁舎・智恵文支所・各
担当課）、図書館（名寄本館・風連分館)､北国
博物館、市立大学の情報公開コーナーおよび市
民文化センター、ふうれん地域交流センター

指定場所に備え付けの「意見提出用紙」に住所・
氏名を明記の上、持参、郵便、ファックス、電子メ
ールなどで提出してください。（「意見提出用紙」
はホームページからもダウンロードできます）
ファックスの場合
上記Ｄ欄のファックス番号に送信
郵送の場合
上記Ｄ欄の郵便番号、住所、担当課係に送付
メールの場合
ny-public＠city.nayoro.lg.jpに送信
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パブリック・コメント実施結果をお知らせします
●平成24年度に実施したパブリック・コメントの結果
案

件

名

案の
修正

担当部課

０人(０件）

無

建設水道部上下水道室
業務課

平成24年10月１日
～平成24年10月30日

０人(０件）

無

建設水道部上下水道室
業務課

名寄市営住宅管理条例の一部改正(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部都市建築課

５

名寄市道路の構造の技術的基準等を定め
る条例(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部土木課

６

名寄市準用河川に係る河川管理施設等の
構造の技術的基準を定める条例(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部土木課

７

名寄市都市公園条例の一部改正(案)

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部都市建築課

８

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に係る道路の構造に関する基準
を定める条例(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部土木課

９

名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑
化の促進に係る特定公園施設の設置に関
する基準を定める条例(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

建設水道部都市建築課

10

名寄市災害時における相互支援に関する
条例(案）

平成24年11月１日
～平成24年11月30日

０人(０件）

無

総務部参事（防災・法
制・訟務担当）

実施
No.

(No.2～No.9は地域主権改革一括法関連)

２

名寄市水道事業給水条例の一部改正(案）

平成24年10月１日
～平成24年10月30日

３

名寄市下水道条例の一部改正(案）

４

パブコメ実施期間

意

見

詳細につきましては、市ホームページ〔パブリック・コメント〕または市情報公開コーナー（名寄庁舎・
風連庁舎・智恵文支所）で閲覧できますので、ご覧ください。

福島県南相馬市 桜井勝延市長講演会のご案内
「気になる年金記録、再確認キャンペーン」
を開始しています
日本年金機構は、１件でも多くの年金記録が
本来の持ち主につながることを目指し、全ての
方に｢ねんきんネット｣を利用するためのアクセ
スキーを郵送し、インターネットでご自身の年
金加入記録が確認できる取り組みなどを開始し
ています｡
ご自身の年金記録にもれや誤りがないかご心
配の方は、お近くの年金事務所などにご相談く
ださい。また「ねんきんネット」について詳し
く は ､ 日 本 年 金 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.nenkin.go.jp)をご覧になるか「ね
んきん定期便･ねんきんネット専用ダイヤル」ま
でお問い合わせください｡
問い合わせ
旭川年金事務所 0166（72）5002
ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
0570（058）555
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平成25年2月号

南相馬市の桜井市長を講師に招き、南相馬市の
現状や復興について講演会を開催します。ご参
加ください。
●と き
●ところ

２月11日(月) 13:30(13:00開場)
グランドホテル藤花（入場無料）

※入場整理券を市役所(名寄庁舎･風連庁舎･智恵文支
所)､市民文化センター､市立大学､市立名寄図書館
(本館･風連分館)､ふうれん地域交流センター､グラ
ンドホテル藤花で取り扱っています。

問い合わせ

防災担当（名寄庁舎３階）
01654③2111（内線3329）

北方領土返還要求署名にご協力を
２月７日は「北方領土の日」です｡北方領土返
還への願いを実現するために､次のとおり署名活
動を行います｡皆さまのご協力をお願いします。
●署名設置箇所【２月20日(水)まで】
市役所名寄庁舎・風連庁舎１階ロビー
問い合わせ 総務課総務係（名寄庁舎３階）
01654③2111（内線3321）

10

10

25

18

平成
成 年
年分
分
平

15

問い合わせ
市役所名寄庁舎２階 税務課市民税係
０１６５４③２１１１
（内線３２０１～３２０３）

●おむつ使用確認書（医療費控除の対象になります） 申請窓口：高齢介護課介護保険係
要介護認定を受けていて、次の３つの条件全てに該当する場合で、おむつ使用の必要
性が確認される方に対して「おむつ使用確認書」を発行します。申請の際には、前年の
おむつ使用証明書の写し、または、おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降であ
ることが確認できる書類の写しが必要になります。
①おむつ代の医療費控除を受けるのが２年目以降の方
②おむつを使用した当該年に作成した主治医意見書がある方
③主治医意見書の内容で「寝たきりの状態であること」および「尿失禁の可能性がある
こと」の２点が確認できる方

が始まります

※障害者控除対象者認定書 申請窓口：高齢介護課介護保険係
次に該当する方に｢障害者控除対象者認定書｣を発行します。
①65歳以上で要介護認定を受けている方
②65歳以上で、６カ月以上寝たきりで食事、排せつなどの日常生活に支障がある方

確定申告
④生命保険、地震保険、平成
年以前契約の長期損害保
険等の控除証明書
⑤医療費、社会保険料、国民
健康保険税等領収書等
⑥国民年金保険料等の控除証
明書
⑦身体障害者手帳、障害者控
除対象者認定書 (※)
、療育
手帳、精神保健福祉手帳等
⑧所得税の還付申告の場合は
振込先口座のわかるもの

(月)

所得税・消費税など
の確定申告

名寄税務署２階会議室
９：00～17：00
※土・日曜、祝日を除く
０１６５４②２１５７

▼申告に必要なもの
①案内ハガキ、印鑑
②給与・年金などの源泉徴収
票（原本）、報酬・料金等
の支払調書
住民税の申告が
③営業所得等がある場合は収
始まります
支計算書および仕入れ、売
上、必要経費等の明細書
住民税の申告相談を開催し
ます。申告が必要と思われる （なお 案｢内ハガキ が｣届いて
方には「案内ハガキ」で相談
いない場合は税務署での申
日をご案内しますので、「案
告をお願いします）

●申告会場・時間

「確定申告書」は、ご自分
で作成し、名寄税務署窓口に
持参、または、郵送でお早め
に提出願います。
また、便利なｅ Ｔ
‐ａｘを
ご利用ください。

内ハガキ」と関係書類を持参
してください。「案内ハガ
キ」が送付されなかった方で
も申告の必要がある場合は来
庁ください。
申
※告受付資料などの都合に
より、住所が名寄市風連町
の方は風連庁舎で、それ以
外の方は名寄庁舎での申告
をお願いします。（申告の
受付は土・日を除きます）

今回の申告により平成 年
度住民税額が決定する時期
は、給与特別徴収の方（住民
税を給与天引きされる方）が
５月 日頃、それ以外の方
（住民税を納付書払いもしく
は口座振替、年金特徴で支払
う方）は６月 日頃になりま
す。申告していない収入があ
ればそれを加えて計算するた
め、申告時にお伝えした住民
税額が変更
となる場合
があります
ので、ご了
承ください。

●申告受付期間・場所
●●●●●
２ 月 日 ～３月 日
・税務課市民税係
名寄庁舎２階
・地域住民課総務税務係
風連庁舎１階

(金)

18

244

●確定申告指導・申告書の受付期間
・所得税
２月18日(月)～３月15日(金)
・贈与税
２月１日(金)～３月15日(金)
・消費税等 ４月１日(月)まで

以上の事由について、対象者あるいはその対象者を扶養している方
は、所得税・住民税の控除として一定金額を所得から差し引くことが
できますので、認定書または確認書をお持ちのうえ申告してください｡
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旧契約

保険等の種類

控除額

25

全額
1/2＋6,000円
1/4＋14,000円
28,000円
全額
1/2＋7,500円
1/4＋17,500円
35,000円
①旧契約

10

一般の生命保険料

最高 35,000円

最高 28,000円

最高 28,000円

個人年金保険料

最高 35,000円

最高 28,000円

最高 28,000円

最高 28,000円

最高 28,000円

介護医療保険料

―

合計適用限度額
問い合わせ

税務課市民税係（名寄庁舎２階）

◎12月診療分の高額療養費について
ー医療費控除の前に高額療養費の支給手続きをー

確定申告で医療費控除を受ける場合、１月
から12月までの支払い分が申告対象です。
12月診療分の高額療養費の支給手続きは、
２月下旬に案内する予定です。医療費控除で
領収書を使用する際は、払い戻しの手続きが
済んでから確定申告をお願いします。
なお、案内が遅れる場合があります。支給
対象で案内が来ない場合は、確定申告前にお
問い合わせください｡
問い合わせ

市民課国保高齢医療係
01654③2111内線3114

平成25年2月号

・125㏄以下のバイク・小型特
殊自動車（農耕用含む）
→税務課市民税係（名寄庁舎
２階)､地域住民課（風連庁
舎１階）
・125㏄超250㏄以下のバイク、
軽自動車
→旭川地区軽自動車協会
（ 0166(53)7300）
・250㏄超のバイク
→旭川地方自家用自動車協会
（ 0166(51)1221）

軽自動車を取得・廃棄・名義変更した場合は届け出
が必要です（バイクや小型特殊自動車を含む）

高額療養費の該当世帯には、受診月から約
３カ月後に手続き案内を送付していますが、
手続きには領収書が必要となりますので紛失
にご注意ください｡

軽自動車は、使用していな ▼手続き場所は車種によって
くても所有している場合には 違います（手続きに必要なも
課 税 さ れ ま す 。 購 入 や 譲 り 受 のは事前にご確認ください）
けなどにより未登録の車両を
現在所有している方は速やか
に手続きをしてください。
また、譲渡した場合や、廃
棄などにより現在車両を所有
していない方でも、廃車など
の手続きが４月１日までに完
了しない限り翌年度以降も税
金がかかります。

◎高額療養費の手続きには領収書が必要です

０１６５４③２１１１内線３２０１～３２０３
登録を忘れているトラクターなどはありませんか！

高額療養費と確定申告(医療費控除)について

70,000円

農耕作業用で乗用装置のある（コンバイン・トラ
クター・田植え機など）小型特殊自動車を購入や譲
り受けなどにより所有した場合は、軽自動車の登録
手続きが必要です。

国民健康保険のお知らせ

7

①②の両方を
適用した場合

②新契約

25

個人
人住
住民
民税
税の
の税
税制
制改
改正
正の
のお
お知
知ら
らせ
せ
個

新契約

支払額
12,000円以下
12,001円～32,000円
32,001円～56,000円
56,000円超
15,000円以下
15,001円～40,000円
40,001円～70,000円
70,000円超

退職手当等住民税算出方法
の改正

平成 年１月１日以降に支
払われるべき退職手当等に係
る個人住民税の計算方法が変
更になります。
変更点１→所得税の ％税額
控除の廃止
変更点２→勤続年数が５年以
下の特定役員に対する２分の
１課税の廃止

住民税における控除額算出表

年度から適用される主な変更点について

31

平成

12

１する住民税の算出方法」などが見直され、
「生命保険料控除 退
｣｢職手当等に対
住民税（市道民税）の税額が昨年までと大きく変わる場合があります。

23

生命保険料控除の改正

平成 年１月１日以後に締
結した保険契約（新契約）か
ら、介護医療保険料控除（適
用限度額２万８千円）が新た
に設けられ、一般生命保険料
控除、個人年金保険料控除の
それぞれの適用限度額が３万
５千円から２万８千円に変更
になりました。
なお、生命保険料控除の合
計適用限度額（７万円）に変
更はありません。
また、平成 年 月 日以
前に締結した保険契約（旧契
約）については、従前の一般
生命保険料控除および個人年
金保険料控除（それぞれ適用
限度額３万５千円）が適用さ
れます。

税額表や変更点の詳細につ
いては税務課市民税係まで
お問い合わせください

24

■名寄市立大学の窓から～知への誘い～

主菜(肉､魚､卵､大豆料理)

牛乳･乳製品

牛乳１本だったら程度

果物

●詳しい利用案内は名寄市立大学のホームページでご確認
ください。（大学ホームページ＞付属機関＞図書館）
●問い合わせ：本館 01654②4199[内線3114](ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ)
分館 01654②4199[内線2200]

図書館的話題・卒業論文

大学図書館にはこんな図書があります

本学の４年生は、各学科とも実習や就職活動などで多忙で
すが、卒業論文（看護学科は看護研究論文）も書かなくては
なりません。さらに提出後は学科ごとに卒業論文発表会が行
われます。計時員も配置され、教員からの鋭い質問もあり、
緊張感あふれる行事です。
卒論のタイプはさまざまですが、参考のために先行研究な
どの文献を読むことも必要です。求める資料が本学にはない
ことも多く、そのような時は図書館間相互利用に頼ります。
オンライン上で文献の複写や図書の貸借を他の大学図書館
に依頼したり、受け付けたりするシステムです。
学生の研究を、全国の大学図書館や専門図書館が支えてい
ることになりますね。

～食生活に関する図書～
・『「正しい食生活」でつくる健康』
所
佐藤和子 モラロジー研究所
・『食べて健康! タニタ式カラダのひみつ』
池田義雄 三笠書房
・『よくわかる栄養学の基本としくみ』
中屋 豊 秀和システム

名寄市立大学の窓から～知への誘い～

しこう

肉･魚･卵･大豆料理から３皿程度

菓子･嗜好飲料
楽しく適度に

教授 高野良子

【管理栄養士の養成】
本学の栄養学科では「管
理栄養士」を目指す学生の
教育をしています。卒業後
は、管理栄養士として「食
べる」ことを多様な場で、
多職種とともに支えていま
す。
「食べる」ことへの支援
の方法にはさまざまありま
すが、臨床栄養学の領域で
は、一人ひとりの暮らしに

野菜料理５皿程度

あった お｢いしくて、楽で、
安心できる」栄養・食事療
法を研究し、市民のみなさ
んの「健康もおいしさも自
分でつくる」を支えるしく
みを考えていきたいと思っ
ています。
ごはん(中盛り)だったら４杯程度

vol.3

生活も変わり、 年後には
大きな差がでるはずです。
できるところから実行して
みませんか。
【栄養・食事療法が必要な
場合】
栄養・食事療法が必要な
場合の「バランスのよい食
事」は、個人それぞれで細
かな注意が必要になります
ので、主治医の指示を必ず
守ってください。
例えば、高血圧症は一般
的には野菜をしっかり摂る
ことが勧められますが、腎
臓の機能が低下している場
合には、野菜や果物の摂り
方に制限が必要です。
また、鉄欠乏性貧血があ
る方には鉄分の多い食事が
勧められますが、Ｃ型肝炎
の方には鉄分の摂りすぎを
避けるようにと医師から指
示があることがあります。
主治医の指示を必ず守って
ください。

副菜(野菜､きのこ､いも､海藻料理)

保健福祉学部栄養学科
動量など個人それぞれの状
態に応じた調整が必要にな
りますが、自分の「食事」
が、健康の維持・増進の源
になっているかは「バラン
｣ス」という視点で大まかに
点検することができます。
食事量と活動量の「バ
ランス」がとれる 自
分に適した体重を維持
できている。
栄養素の バ｢ランス が｣
とれる ① 食 事 を 抜 か
ない 特(に朝食 、)②主
食 主･菜 副･菜を組み合
わせて食べている。
簡単であたりまえのこと
に見えますが、毎日のこと
となるとできないことも多
いですね。
ただ、健康のためにはこ
)うあらねばならないなどと
思う必要はなく、朝何も食
べていなければ牛乳の１杯
でも飲む、などの小さな変
化が積み重なれば、身体も
10

「食べる」を考える
一日三度の食事は、健康
の源であると同時に、生き
る意欲を高める重要な手段
でもあります。
【食事の役割】
あなたにとって 食｢べる
ことはどんな意味を持って
いるでしょうか。
「食事」には、大きく二
つの役割があります。一つ
は、健康な状態を保ち、病
気の予防や治療に必要な栄
養素を、多すぎず少なすぎ
ず摂るという栄養素補給の
役割があります。
もう一つは、食べる人の
食習慣や食文化に合って、
おいしく、その食事によっ
て心が豊かになり、家族、
仲間、友人などと一緒に食
事をして人間関係を改善す
るなど、ＱＯＬ 生(活の質
や社会性を高める役割です。
【健康をつくる食事】
必要なエネルギー量や栄
養素量は、年代や性別、活

主食(ごはん､パン､麺)

(1)

(2)

みかんだったら２個程度

8
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なよろ煮込みジンギスカンストーリー Vol.３
な
今月のテーマ
「名寄市ではいつ頃からジンギスカンが食べられていたの？」編
●日本で最初にジンギスカンを提供した店は
どこにあった？

●名寄市ではいつ頃からタレ付きジンギス
カンが精肉店で売られていたの？

ンギスカンは平成16年に北海道遺産に

ジ 認定され、北海道の代表的な郷土料理 前 月号で戦前から智恵文を中心にタレ付
きジンギスカンを食べていたと話しま
として日本全国に知れ渡っています。
そこで日本で最初にジンギスカンを提供し
た飲食店は北海道のどの街であったかを調べ
たところ、実は北海道ではなく東京であるこ
とがわかりました。
昭和11年に名寄市と友好交流都市である東
京都杉並区高円寺に日本最初のジンギスカン
専門店「成吉思（じんぎす）荘」がオープン
したとのことです。ジンギスカンに関して何
かと名寄に縁？がありそうです。
一方、北海道ではと言うと、昭和11年に北
海道庁畜産課が札幌市の飲食店で羊料理の試
食会を開催したとの資料がありますが、当時
はいろいろと羊肉の臭いを消す工夫はしたも
のの、臭みが強く評判があまりよくなかった
とのことです。その後、飲食店では試行錯誤
しながらも昭和13年頃にはジンギスカンを販
売し、戦時中は一時休業していたものの昭和
44年まで販売していたとのことです｡
それでは名寄市ではいつ頃から飲食店でジ
ンギスカンが売られていたかは、歴史的資料
に記述はなく、い
ろいろな人から記
憶を辿りながらお
話を伺いましたが､
残念ながら詳しく
年代や提供してい
た店舗など確固た
る情報を得ること
ができませんでし
た。

したが、いつ頃から精肉店で売られ、一般の
方がジンギスカンを食べていたかは、これも
資料が残っていませんでした。
精肉店関係者などから聞き取りをした結果､
ある精肉店で「昭和23年には羊肉にタレを付
けて計り売りしていたと聞いている」との具
体的な年数の情報を得ることができました。
また、ある精肉店では「戦前から自分のお
店ではと畜場から肉の仕入れをせず､直接農
家から牛や豚などの家畜を買い取り、自分の
店舗で解体し、食肉に加工し販売していた。
そう考えると、羊を買ってきた農家から羊肉
をタレに漬け込む調理法を教わっていたのは
自然の成り行きであり､戦前からタレ付きジ
ンギスカンを販売していたのではないか」と
の情報も得ることができました。
戦前の畜産統計数値(年間と殺処理頭数)を
見ても、豚が100万頭以上、牛が35万頭であ
るのに対し羊が約1,000頭で、うち北海道は
全国の1/4である約250頭程度であったことか
らも、道内の一部地域でご
く少量の羊肉が販売されて
いたことがわかります。ち
なみに当時は全国の羊肉の
ほとんどは東京で販売され
ていたそうです。
昭和30年頃の成吉思荘（雑誌｢全国うまいもの旅行｣より）
モンゴルの雰囲気を出すためにパオの中で羊肉料理を食
べさせていたため、ジンギスカンがモンゴル料理との誤解
を広める役を担ったと掲載されていました。
※パオ…モンゴル高原などで見られる移動式住居

次回は「ジンギスカン(成吉思汗)という名前は
誰が付けたの？」編を紹介します。

問い合わせ
9

平成25年2月号

営業戦略課（名寄庁舎３階）

０１６５４③２１１１内線３３４２

博物館

北国博物館 緑丘222
・FAX 01654③2575
e-mail ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
開 9 : 0 0～1 7 : 0 0
休 月・年末年始
風連分館（風連歴史民俗資料館 風連町南町85）

■第27回特別展｢冬の鉄路～豪雪地帯で活躍した機関車～｣
名寄は、かつて宗谷本線に加え、名寄本線、深名線の

・ところ

北国博物館ギャラリーホール（無料）

・出

サキソフォーンアンサンブル「イルミネ」

演

起点となる鉄道のマチでしたが、積雪寒冷地であったた

（国沢悟、笹岡湧太、野方大樹、菅歩）

め、冬の運行には大変な苦労が伴いました。野外展示さ

・プログラム

「星に願いを」「千の風になって」

れている「キマロキ編成」はじめ、冬の鉄路で活躍した

「アルルの女」「Ｇ線上のアリア」ほか

機関車の姿を写真や資料で振り返ります。
・と

き

・ところ

２月１７日（日）まで

■体験教室「雪と遊ぼう！」

北国博物館ギャラリーホール（無料）

冬も元気に外遊びをしていますか。博物館周辺で、雪
や寒さを利用した遊びを体験します。

■雪あかりコンサート２０１３

・と

スノーランタンなど、雪の灯りをガラス越しに眺めな

き

３月９日（土）９：３０～１２：００

・ところ

北国博物館周辺

・対

象

小学生以上（低学年は保護者同伴）

今回は、地元で活動するサキソフォーンアンサンブル

・定

員

２０人（※定員になり次第締め切り）

「イルミネ」の皆さんを迎え、馴染みの曲を中心にゆっ

・費

用

無料

たりとお楽しみいただきます。

・協

力

道北自然観察指導員会

・と

・申込み

がら楽しむ恒例のコンサートです。

き

２月２３日（土）１８：００～１９：３０

なよろ市立天文台
なよろ市立天文台

きたすばる
たす
たす
すばる
る

日進1 5 7 番地1 （道立サンピラーパーク内星見の丘）
01654②3956
kitasubaru@nayoro-star.jp
URL http://www.nayoro-star.jp/
開 火～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 0 : 0 0 （19：30までに入館）

■天文台利用案内
・休 館 ４日、１２日、１８日、２５日
・入館料 大人５００円（４００円)､大学生４００円
（３００円)､小学生～高校生２００円（無料)
ただしカッコ内は名寄市民料金。７０歳以
上の方も無料となります。
■プラネタリウムのご案内
時 間
15:00～

プログラム
スノーフレーク

17:00～
19:00～

スターリーテイルズ
スターリーテイルズ

１５日（金）～２８日（木）

■天体観望案内
・月面が見える期間 １２日～２６日
・今月見える惑星
木星、天王星、海王星
※晴れている昼間に、望遠鏡で見ることのできる星も
あります。
■冬の星雲・星団観望会
・と き ２月１３日（水）～１７日（日）
１８：００～２０：００
・参加費 入館料のみ

太陽黒点
日々見ている太陽には「黒

■宇宙の写真展
・と き ２月５日（火）～１７日（日）
・参加費 入館料のみ

点」という温度の低いところ

■１.６ｍ「ピリカ」望遠鏡見学・観望案内
・見学のみ（開館時間～１６：００頃）
１日～３日、５日～１１日、１３日～１７日、
１９日～２４日、２６日～２８日
・天気が良ければ星が見られる日時(１６:３０頃～２０:００)
１日～３日、８日～１０日、１５日～１７日、
２２日～２４日
※急きょ、必要な観測が生じた場合は、見学・観望がで
きないことがありますので、ご了承ください。
※詳しい時間などはホームページをご確認いただくか､
天文台にお問い合わせください。

えるほど太陽活動が活発であ

があり、専用望遠鏡で見ると
黒く見えます。この黒点が増

り、今年はその活動がピーク
を迎えると言われています。
2013年1月10日撮影(撮影者 渡辺 文健)

２月の太陽・月の暦
日

1日
10日
20日
28日

日の出

日の入

6時46分
6時35分
6時21分
6時07分

16時41分 22時18分 8時47分 3日 ○下弦
16時54分 6時01分 17時02分 10日 ●新月
17時08分 11時47分 2時21分 18日 ○上弦
17時18分 20時08分 6時51分 26日 ○満月

月の出

月の入

日

月の形
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生涯学習課･公民館
■６０歳からの学生生活！「名寄ピヤシリ大学」で学生を募集
健康、福祉、法律など知っておくと便利な知識や名寄の
まちづくりなどについて幅広く学べます。また、遠足、体
育祭、大学祭、かるた大会など楽しい行事が盛りだくさん！
大学（４年間）を卒業すると大学院（２年間）に進学す
ることができます。新しい自分、新しい出会い、新しい仲
間を見つけてみませんか。
・入学資格 市内にお住まいの６０歳以上の方
・募集定員 ３０人
・修業年限 ４年間（授業は原則として毎月第２・第４火
曜日）※年間２０回程度
・学
費 無料（教材費、自治会費などは自己負担）
・学習内容 一般教養、社会見学、実技、奉仕活動、体育
祭、大学祭、遠足、クラブ活動、自治会活動
など
・入 学 式 ４月下旬（申し込みは２月１日から）
■「ジャックの豆事業」～グループ・サークル活動を応援し
ます！～
市民の皆さんの、自主的な生涯学習活動を促進させるた
めの事業です。
・対 象 市民５人以上で構成される自主的な学習グルー
プ・サークル
・用 途 参加者を一般募集して行う学習会、講習会、講
演会などの活動等
・要 件 １グループにつき年間１回に限る
（３年間助成を受けている場合は、その後３年
間は受けられません）

名寄本館

図書館

開 火・金

土・日
風連分館
開 月～金

【風連分館の予定】
■特別休館
３月１日（金）～２日（土）※蔵書整理のため
■ミニ展示コーナー
「あったか手作り」

平成25年2月号

・助 成 額

２万円を限度とし、対象経費の２分の１以内
の額（千円未満切り捨て）
・対象経費 消耗品費、講師謝礼、旅費、借上料、その他
必要と認める経費
※申し込みは随時受け付けています。
■スナップ写真展出品者募集
どなたでも気軽に出品できる写真展を開催します。お気
に入りの写真を文化センターに展示してみませんか？
・テ ー マ 自由
※お子さんやお孫さん、ご家族や友人とのひ
ととき、ペット、風景･･･なんでもＯＫです。
・募集期間 ３月５日（火）まで
・展
示 ３月７日（木）～３月２０日（水）
市民文化センター
・作品規定 サイズ自由。カラー・モノクロ問いません。
どんなカメラ（デジカメ、携帯電話、インス
タントカメラなど）でもＯＫです。
・出品点数 ひとり１０点まで
・写真返却 ３月２５日（月）～４月３０日（火）の間
に文化センターまで取りに来てください。
・そ の 他 賞などは一切設けません。
大切な写真ですので、画鋲の穴など開けずに
展示しお返しします。
（糊は使わず、台紙に貼って展示します。額
は必要ありません）
肖像権侵害にあたらないよう十分留意してく
ださい。

大通南２丁目
01654②4751 FAX 01654②4897
9 : 3 0～1 7 : 0 0 水・木 9 : 3 0～2 0 : 0 0
※17:00以降は１階のみ
休 月・月末・祝・年末年始
9 : 3 0～1 6 : 0 0
風連町南町84-1
・FAX 01655③2871
9 : 3 0～1 7 : 0 0 土 9 : 3 0～1 6 : 0 0 休 日・月末・祝・年末年始

【名寄本館の予定】
■特別休館
２月２５日（月）～２８日（木） ※蔵書整理のため
■ミニ展示コーナー
「英語の絵本」
■おはなしクラブ（土曜日 １０：３０～）
・と き ２月２日、１６日 ３月２日、１６日
・対 象 ３歳以上～小学生
・内 容 絵本・紙芝居・工作 ほか
■ペンギンクラブ（木曜日 １０：３０～）
・と き ２月７日、２１日
・対 象 ３歳未満児・保護者
・内 容 ７日「色であそぼう」
２１日「パネルシアターを作って楽しもう」

11

市民文化センター 西1 3 条南４丁目
01654②2218
開 8 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0 休 月末・年末年始
風連陶芸センター
01655③2743

■おはなしタイム(水曜日 １５：００～)
・と き ２月６日、１３日、２０日、２７日
・対 象 小学生
■おはなしポケット(金曜日 １０：００～)
・と き ２月８日、２２日
・対 象 幼児と保護者

自動車文庫「やまゆり号」２月の巡回日程
《名寄地区》
冬機関は、遠隔地の小中学校および
保育所・幼稚園などのみの運行となります。
《風連地区》
13日(水)

東風連地区（東風連小学校）

14日(木)

下多寄地区（下多寄小学校）
フロンティアハウス
市街地区（野村様宅前）

21日(木)

日進地区（日進小学校）
旭地区（大久保様宅前）

10:15～10:35
10:15～10:40
10:50～11:05
11:15～11:30
10:10～10:35
11:00～11:10

○インフルエンザ予防に向けて
～ふつうのかぜとは違い強力です！～
～ふつうのかぜとは違い協力です！～

HEALTHY
GUIDE

○かからないために…予防のポイント！
・できるだけ人ごみを避け、外出時にはマスクをしましょう。
・外出後は、手洗い、うがいを習慣にしましょう。
・室温は、２０～２４℃程度、湿度は６０％に調節し、室内の乾燥
を防ぎましょう。
・栄養バランス、適度な運動、休養をとりましょう。
・水分を補給し、のどの乾燥を防ぎましょう。

○うつさないために…咳エチケットを心がけましょう！

申込み・問い合わせ
保健センター
名寄市西２北５丁目
01654②1486

咳やくしゃみでウイルスが２～３メートル飛び散ります。

休日当番医

「咳エチケット」とは？

急患に限ります

・咳、くしゃみが出る時は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、鼻水、
たん

痰を含んだティッシュはフタ付きのゴミ箱に捨てましょう。押さえ
た手はよく洗いましょう。
・咳、くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクをしまし
ょう。

○インフルエンザワクチン

○肺炎球菌ワクチン
６５歳以上で接種希望の方に、接種費用の半額（３，５００円）
を助成（生活保護世帯で対象の方は全額助成）しています。保健セ
ンター・ふうれん健康センターで接種券の受付をしています。接種
後５年以上経過している方は、再接種が可能になっていますが、市
の助成は１人につき１回限り（２回目からは全額自己負担）です。
過去に助成制度を利用したか不明な方はお問い合わせください。

○制度の改正に基づきヒブワクチンの追加接種時期が変更に
なりました！
初回３回目接種後おおむね１年後⇒初回３回目接種後７～１３カ
月の間
※追加接種の時期を迎えている方は、委託医療機関に予約のうえ接種
を受けてください。

健康づくり体操教室のお知らせ
2月7日(木)､14日(木)、21日(木)、27日(水)

・ところ

総合福祉センター・持ち物

・内

フォークダンス、民謡踊り、自きょう術

容

・申込み

上靴

当日会場で受け付けます。

・問い合わせ

名寄庁舎２階

17日
24日

６５歳以上の方、６０～６４歳で、心臓、じん臓、呼吸器の機能
に障がいを有する方に１人につき１，０００円を助成（生活保護世
帯で対象の方は全額助成）しています。予防接種をしてから、効果
が出るまでに２～４週間かかりますので、予防接種を希望する方は、
早めに受けることをお勧めします。

き

10日
11日

○高齢者予防接種費用が一部助成になります！

・と

2月 3日

高齢介護課高齢福祉係

9:30～11:15

名寄市立総合病院
01654③3101
たに内科クリニック
01654③1223
吉田病院
01654③3381
片平外科・脳神経外科
01654③3375
名寄三愛病院
01654③3911
救急医療情報案内
フリーダイヤル
0120－20－8699

子育て保健
ミニカレンダー
２月
4日(月) ３～４カ月児健診
ＢＣＧ
7日(木) ちびっこひろば①
8日(金) 親子ふれあいひろば
14日(木) １歳６カ月児健診
15日(金) ちびっこひろば②
18日(月) 股関節脱臼検診
３歳児健診
19日(火) ７カ月児健診
20日(水) お母さん教室①
21日(木) ちびっこひろば③
22日(金) 親子ふれあいひろば
25日(月) 風連幼児健診
26日(火) のびのび親子教室
27日(水) 赤ちゃん計測日
28日(木) ちびっこひろば④
※詳しくは母子保健カレンダー
をご覧ください。

０１６５４③２１１１内線３２３１
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HEALTHY GUIDE
子育て支援センターの主な行事
名寄市子育て支援センター合同
「ちゅうりっぷ」
●「親子お出かけバスツアー」
・と き ３月８日(金）
・ところ 風連日進保育所
・内 容 お弁当持参のバス遠足（参加費無料）
・申込方法 市内各子育て支援センターへ直接または電
話でお申し込みください。
・申込期限 ２月２８日(木）

「さくらんぼ」
（東保育所内
２月の行事

01654②5683）

●親子講座「茶話会」
・と き ２月１９日(火）10：00～11：30
・ところ ほっと２１ ２階講習室
・内 容 子育ての悩みや喜びをお茶を飲みながら気軽
に話しましょう。（定員１８人 託児あり）
・申込方法 ２月１２日（火）までにお申し込みくださ
い。
●父親参加行事「親子雪遊び会」
・と き ２月２３日(土）10：00～11：00
・ところ ほっと２１ グラウンド雪山
・内 容 お父さんも一緒にソリ遊びや簡単なゲームを
して雪の中で遊びましょう。
●親子遊びの広場「おひな様の製作」
・と き ２月２６日(火）10：00～11：30
・ところ ほっと２１
・内 容 親子でかわいいおひな様を作ります。
できたおひな様は持ち帰れます。

01654⑧7711）

２月の行事
●ファミリーひろば「雪あそび」
・と き ２月９日(土）10：00～11：30
・ところ 名寄大谷幼稚園ゆうぎ室
・内 容 自由遊び後、保育園横の雪山で遊びます。
※詳しい内容はお問い合わせください。
●のびのびひろば｢絵本読み聞かせ｣
・と き ２月１９日(火）9：00～10：30
・ところ 名寄大谷こども園保育園２階
・内 容 自由遊び後、名寄本読み聞かせ会による絵本
の読み聞かせ。
●のびのびひろば「身体測定」
・と き ２月２０日(水）10：00～11：30
・ところ 名寄大谷こども園保育園２階
・内 容 自由遊びの中で身長・体重・手形をとります。

「こぐま」
（風連さくら保育園内
２月の行事

01655③2378）

●親子遊びの体験教室「外あそび」
・と き ２月７日(木)10：00～11：30
・ところ さくら保育園 グラウンド
・内 容 親子で雪あそびをします。
●親子遊びの体験教室「ひなまつり制作」
・と き ２月２１日(木)10：00～11：30
・ところ さくら保育園
・内 容 親子でおひな様の製作をします。

児童センターからのお知らせ

除雪機の使い方に注意！

①【冬を楽しもう！】
▼と き ２月23日(土)13:30～15:30
▼ところ 児童センターグラウンド（悪天時は体
育館）
▼参加料 無料
▼持ち物 スキーウェア上下、帽子、手袋
▼対 象 市内小学校児童▼定 員 15人
▼申込期間 ２月１日(金)～２月９日(土)

家庭で使用する除雪機は免許なしで誰でも簡単に扱
える反面、使用上の不注意により大変危険な場合があ
ります。除雪機による重篤な事故事例では、誤った操
作のため安全装置が作動せず、オーガ（回転歯）への
巻き込みや、後進して壁に挟まれた事故などがありま
す。使用する際は安全装置の作動を確認し、直ちに停
止できるような状態で除雪を行い、使用者の責任にお
いて正しく安全に作業しましょう。
【消費者へのアドバイス】
●周囲に人がいないことを
確認して使用する。
●作業時はエンジンを掛けたまま離れない。
い
●オーガ（回転歯）の雪づまりを取る時はエンジンを
停止し、回転が停止したことを確認してから雪かき
棒などを使用して雪を取り除く。
●後進するときは足元や周囲の障害物に注意を払い、
無理のない速度で使用する。
●歩行者や交通の妨げにならないよう周囲への配慮を
心掛ける。
その他、心配な方は、消費者センターにご連絡ください。

②【児童センターひなまつり】
▼と き ３月２日(土)10:00～12:00
▼ところ 児童センター
▼内 容 ロールケーキを使い、おひなさまケー
キを作る
▼参加料 200円▼持ち物 エプロン、三角巾
▼対 象 市内小学校児童▼定 員 15人
▼申込期間 ２月１８日(月)～２月２３日(土)
※「なよろっこ２月号」に掲載の参加申込用紙に
必要事項を記載し、窓口に申し込んでください。
（①は電話でも可、②は参加料を添えて）
申し込み・問い合わせ
児童センター
０１６５４③３４６５
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（名寄大谷認定こども園保育園内

平成25年2月号

消費者センター

０１６５４②３５７５

ＡＥＤ

器

動
除細

外式

体
自動

AEDとは
電気ショックにより心臓のけ
いれんを取り除き（除細動)､
心臓を正常な動きに回復させ
る医療機器です。

いざという時に

「突然の心停止」に対しては、救急車が到着するまで、現場に
居合わせた人たちの心肺蘇生とＡＥＤ（自動体外式除細動器）
による迅速な救命処置が大変重要です。
命を救うために、ＡＥＤを設置している公共施設などをお知
らせします。

ＡＥＤ設置施設

カッコ内は設置台数

市役所名寄庁舎
【３】 中名寄小学校
【１】
市役所風連庁舎
【１】 智恵文小学校
【１】
総合福祉センター
【１】 風連中央小学校
【１】
ふうれん地域交流センター
【１】 東風連小学校
【１】
スポーツセンター
【１】 風連下多寄小学校
【１】
市民文化センター
【１】 名寄高等学校
【１】
なよろ温泉サンピラー
【１】 名寄産業高等学校(光凌キャンパス)【１】
風連国民健康保険診療所
【１】 名寄産業高等学校(名農キャンパス)【１】
名寄市立大学
【３】 名寄市立総合病院
【２】
特別養護老人ホーム 清峰園
【１】 吉田病院
【２】
特別養護老人ホーム しらかばハイツ【２】 介護老人保健施設 そよかぜ館
【１】
保健センター
【１】 グループホームそよかぜ館アネックス【１】
デイサービス楽々館
【１】 風連旭簡易郵便局
【１】
市営南水泳プール
【１】 道北なよろ農業協同組合本所
【１】
Ｂ＆Ｇ海洋センター
【１】 名寄ピヤシリスキー場(ｽｷｰﾊﾟﾄﾛｰﾙ）【１】
児童センター
【１】 北星信用金庫本店
【２】
風連Ｂ＆Ｇ海洋センター
【１】 王子マテリア株式会社
【３】
智恵文支所
【１】 北陽紙工（株）
【１】
名寄中学校
【１】 イオン名寄ショッピングセンター 【３】
名寄東中学校
【１】 道北センター福祉会
【１】
智恵文中学校
【１】 デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん【１】
風連中学校
【１】 北海電気工事株式会社名寄営業所 【１】
風連日進小・中学校
【１】 ハローワーク名寄
【１】
名寄小学校
【１】 庄司鉄工所有限会社
【１】
名寄西小学校
【１】 なよろ健康の森管理棟
【１】
名寄東小学校
【１】 道立サンピラーパーク交流館
【１】
名寄南小学校
【１】 上川北部医師会
【１】
豊西小学校
【１】 上川北部地域人材開発センター
【１】
名寄消防管内ＡＥＤ設置施設一覧より

反応(意識)があるかを確認し、なければ
助けを呼び119番通報とAED依頼をする
30回の胸骨圧迫
と人工呼吸２回
を繰り返す

呼吸があるか確認し、なければAEDが
到着するまで胸骨圧迫･人工呼吸
電気ショック
の必要性を機
械が解析

AEDの電源を入れ、音声ガイドに従い、
胸の着衣を外し電極パッドを貼る
電気ショックを与
える際は傷病者に
触れないように

出前トークで心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）が学べます
出前トークには心肺蘇生法（ＡＥＤを含む）を学ぶメニューがあり、
５人から利用できます。次のことを決めてお申し込みください。
①希望するメニュー ②希望日時 ③会場 ④代表者の連絡先
申込先 企画課広報推進係(名寄庁舎３階)
℡０１６５４③２１１１ 内線３３０７

問い合わせ 社会福祉課福祉総務係（名寄庁舎２階） ０１６５４③２１１１内線３２２２

音声ガイドに従い、通電ボタンを押し、
電気ショックを与える。救急車が来る
まで電極パッドと電源はそのままにし、
胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返す
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第13回なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ
～なよろ雪質日本一フェスティバル2013～

▼

2013.2.7
11
南広場(名寄市西3南９）

今年も大雪像、すべり台の開放、スノーモービル試乗体験、エフエムなよろによるイベントステー
ジ、ヒーローショー、YOSAKOI演舞などイベント盛りだくさんです。多くのご来場をお待ちして
います。
みごとなスノーオブジェが会場を盛り上げます

ライトアップは
７日～10日の夜

●なよろ国際雪像彫刻大会・全日本学生対抗スノーオブジェ競技会
２月７日(木)～11日(月)
美味しい食べ物が勢ぞろい！ここでしか味わえない限定品も

●「星☆きれいな南市場」
２月８日(金)～11日(月)

▲昨年の国際雪像

北海道の自慢のご当地鍋を食べてグランプリを決めよう

●「Ｎ-1グランプリ in NAYORO」
２月10日(日) 11:00～19:00
なよろ観光まちづくり協会
０１６５４⑨６７１１

第29回ふうれん冬まつり

▲昨年のN-1グランプリ会場

2013.2.9
10
仲町特設会場(風連仲町広場)
▼

問い合わせ

前夜祭
風連御料太鼓演奏
歌謡ショー
花火大会
２月 10日 本祭
全日本長靴飛ばし選手権
歌謡ショー
もちまき
２月 9日

問い合わせ

ＮＰＯ法人風連まちづくり観光
０１６５５③２９６０

2013年スノーランタンの集い
●総合福祉センター会場
・と き ２月２日(土) 製作開始15：00
点
火16：45
・ところ 総合福祉センター（西1南12）
●他会場
開催場所と点火時間
２月２日(土) 点火16：45
豊西小学校
名寄東小学校 ２月９日(土) 点火17：00
名寄西小学校 ２月９日(土) 点火17：00
問い合わせ 各小学校
15
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▲もちまきは多くの市民でにぎわ
います

日

日

名寄地区手打ちそば愛好会５
人が講師として、水回し、コネ
からのばし、そば切り、ゆがき
までを指導。参加者は見よう見
まねでそば打ちに挑戦し、一つ
ひとつ講師に尋ねながら、丁寧

日

にそばを仕上げました。

月

風連消防団に新車両が配置
第２分団と第３分団にそれぞ
れ小型動力ポンプ付積載車が新
しく配置となり、名寄庁舎でお
披露目を行いました。左右から
放水が可能となるなどさまざま
な使い勝手が向上しました。

月

日

冬ならではの体験や祭りを楽
しみながらスタンプを集める
の冬スタンプラリ
ー」のオープニングセレモニー

「天塩川

が開かれ、各市町村のキャラク
ター「ゆるきた応援団」も参加

月

日

市内小学生

人が参加し、ク

イズや紙芝居を楽しんだあと、

ケーキを食べました。クリスマ

スカードを作り終えたところで

サンタクロースと「なよろう」

が登場。クリスマスプレゼント

日

が手渡されました。

月

人が参加し、

がこぼれていました。

で試食し「おいしい！」と笑顔

りました。完成した料理は全員

ダ」「野菜ゼリー」の３品を作

「クリスマスツリーポテトサラ

講師に招き「カラフルピザ」

市立大学栄養学科の学生７人を

市内の小学生

天塩川 の冬スタンプラリー 冬休み子ども料理教室
オ｢ープニングセレモニー ｣

札幌交響楽団のバイオリン奏
者山下暁子さんと姉のピアニス
ト中村由莉子さんを招き、トル
コ行進曲などを演奏。智恵文小
学校校歌、ディズニーメドレー
には児童も演奏に参加。曲が終
わるたびに大きな拍手が送られ
ていました。
月 日

30

月

日

ピヤシリシャンツェおよびな

人がエン

よろ健康の森クロスカントリー

競技場で開催され、

トリーしました。前半にジャン

プ競技、後半のクロスカントリ

日

ーで優勝が争われました。

月

クロスカントリー名寄大会

人がエントリ

度と厳しい寒さの

道内外から

ー。氷点下

中でしたが選手は大会に向けて

練習してきた成果を発揮し、地

フリー走

元出場の石山健樹くん（名寄中

３年）が中学男子５

法でみごと優勝しました。

16
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月
17

20

風 連 公 民 館 「 手 打 ち そ ば 講 智恵文クリスマスコンサート 児童センターでクリスマス会 全日本コンバインド大会
座」

22

22

月

12

12

スキーシーズン到来
ピヤシリスキー場、風連スキ
ー場がオープンし、スキー場に
はオープンを待ちわびた多くの
スキーヤーやスノーボーダーが
シュプールを描き、気持ちよさ
そうに滑っていました。
月末まで

12

12

風連スキー場では

23

24

無料回収したスキー・スノーボ
ードの無料提供会も行われまし
た。提供会開始時刻前から会場

15

17

15

には多くの市民が訪れました。

12

12

し、会場を盛り上げました。

412

22

90

km

13

20

13

11

12

12

12

月

～

日

月

日

名寄の特産品の「もち」をつ
いて市民の皆さまと新年を祝お
うと市役所名寄庁舎・風連庁舎
個とさくら茶を

でもちつきが行われました。各
会場ではもち
ふるまい、両庁舎を訪れた市民
とともに新年を祝いました。

月９日

みんなで遊びまShow

児童センターと風連児童会館
の合同行事。アイヌの文化を学
び、アイヌ文様を作り、ハッピ
に飾り付け、チームで１枚の衣

月

日

月

１

次代を担う子どもたちに伝統
文化である「書」を通じ、児
童・生徒の健全育成に寄与する
人が参加しました。

ことを目的に開かれ、幼児から
一般まで

日に行われた表彰式では各学
年ごとに金・銀・銅の各賞が表
彰されました。

国大会出場を決めました。

小４年）のペアが３位となり全

小５年）と平井陽菜さん（豊西

アが準優勝、高橋麻衣さん（東

と高橋響くん（南小２年）のペ

団の鷲見早風くん（東小２年）

名寄ピヤシリソフトテニス少年

札幌市で行われた全道大会で

10

、

13

、

14

日

16

番の日」広報活動を行

ラシカルで名寄勢

応募 点の作品から選考し、
小中学校各学年の９部門それぞ

念品が手渡されました。

に入選した児童生徒に賞状と記

れで最優秀賞１点、優秀賞２点

136

勝を果たしました。
月 日

年名寄市成人式

年

㎞ク

人のう

人が出席しました。新成

人としての自覚を深めました。

は家族や友人に感謝しながら成

了後交流会も開催され、新成人

いの言葉を述べました。式典終

人を代表して日野和博さんが誓

んだ

ち、振袖や袴、スーツに身を包

今年の新成人対象者

１

年ぶりの優

翼くん（名寄高２年）が

北北海道高校スキー大会で安藤

ぶりの優勝、札幌市で行われた

中３年）が２種目で名寄勢

キー大会で石山建樹くん（名寄

旭川市で行われた全道中学ス

番の日広報活動に「なよ 名寄の中学生、高校生がス
ろう」も参加しました
キー大会で躍進

毎年１月 日は 番の日とい
うことで、名寄警察署や北海道

した。

月

日

し、広報活動を盛り上げていま

いました。「なよろう」も参加

駅で「

警察名寄支部友の会はＪＲ名寄

110

杉 並 区 の 小 学 生 が 名 寄 の 冬 輝け！なよろもちつき大会
を体験

人とともに

人が名寄を訪

友好交流都市である東京都杉
並区の小学生
れ、地元の小学生
スノーシュー体験・もちつき体
験・スノーモービル・カーリン

装を作成。作成した衣装でファ
ッションショーを行い、大いに

10

盛り上がりました。
月 日

グなどを通じ、豊かで厳しい名

110

寄の冬を楽しみました。
月 日

日

!!

小 学 生 イ ン ド ア テ ニ ス 大 会 読 書 感 想 文 コ ン ク ー ル 表 彰 平成
で全国大会出場
式

月

１

１

10

100

10

11

７

７

市 営 ス ケ ー ト リ ン ク が オ ー 新春こども書き初め広場
プン

市民文化センター西側にある
市営スケートリンクがオープン
し、オープン式ではミカン拾い
が行われ、合図とともに両手い
っぱいにミカンを拾っていまし
た。式の後はスケート靴に履き

50

10

28

替え初滑りを楽しみました。

平成25年2月号
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391

26

30

16

25

25

110 １

１

１

１

15

25 14

203

12

12

方がうまいから…

個人の生き方として
否定するものでは
ないでしょう。
これからは
「専業主夫」も
増えていくのでは？

もちろん適性などを考え
話し合いで役割分担
するのはいいことですが、
まずは性別による
決まりごとと考えず、
男女の壁をはらって
みてはどうでしょう。

▼問い合わせ
企画課男女共同参画担当(市役所名寄庁舎３階)
０１６５４③２１１１（内線３３０５）
名寄市ホームページ
(http://www.city.nayoro.lg.jp)

最近、雑誌や新聞などでよく目にする男女共同参画に関わるカ
タカナ単語。なんとなく大事そうな言葉だということはわかるけ
れど、いまひとつその意味がわからない、という方も多いのでは？

育児や介護は女性の

「気付かないうちに使っている
男だから女だからという区別のこと」

いけないの？

人が生活している中で社会通念や慣習で作り上げられた「女
だから男だから」の考え方がありますが、このような男女の性
による区別をジェンダーと言います。
ジェンダーは、それ自体に良いとか悪いとかの意味づけがあ
るわけではありませんが、「男は外で働く」「女は家庭を守る」
「力仕事は男の役目」「育児・介護は女の仕事」といった、性
別によって役目を決めつける社会の慣行などが、人々に都合が
悪ければ、それを変えることもできるのです。
男女ともに誰もが参画できる社会をスムーズにつくるには、
ジェンダーの意味をもっと掘り下げていく必要があります。

専業主夫じゃ

美 深 町
北海道美深高等養護学校からのお知らせ
「西條百貨店で全学科販売会を行います」
・と き ２月１３日（水）１０：００～１３：２０
(工業科･家庭科･生活園芸科･生活窯業科)
下 川 町
２月１４日（木）１０：００～１３：２０
第３９回アイスキャンドルミュージアム
（木工科・生活園芸科・生活窯業科）
・と き ２月２２日(金)、２３日(土）、２４日(日)
・ところ
名寄西條百貨店催事場
・ところ 桜ヶ丘公園（万里長城）
・問い合わせ
北海道美深高等養護学校
・問い合わせ しもかわアイスキャンドルミュージアム
０１６５６②２１５５
実行委員会事務局
０１６５５④２７１８h
びふかウィンターフェスタ’１３
幌加内町下 川 町
・と き ２月１７日（日）１０：００～１５：３０
天使の囁き記念日・ライトアップウィーク
・ところ 美深運動広場（美深スキー場前）・美深ス
・と き ２月９日（土）
キー場
【ライトアップウィーク２月３日(日)～２月８日(金】
・問い合わせ 美深町観光協会
・ところ 雨竜郡幌加内町字母子里
０１６５６⑨２４７０
・問い合わせ 天使の囁き実行委員会事務局
士
別
市
０１６５(３５)３３６６【夜間】
スノーモビルランドイン士別
西興部村
・と き ３月３日（日）まで
①ウッディウインタースクール
・ところ 羊と雲の丘 士別ゴルフ場
・と き ２月２８日（木）まで
・問い合わせ 羊と雲の丘コース
②ひなまつり展
・と き ２月上旬～３月上旬
０１６５(２２)２９９１
①②とも
士別ゴルフ場コース
・ところ 森の美術館「木夢」
０１６５(２３)１２８１
・問い合わせ 森の美術館「木夢」
和 寒 町
０１５８(８７)２６００
わっさむ東山ジャイアントスラローム大会
スノーモービルランド
・と き ２月１７日（日）
・と き ２月１７日（日）
・ところ 和寒東山スキー場
・ところ 道の駅「花夢」
・問い合わせ 和寒町教育委員会
・問い合わせ 西興部村産業建設課
０１６５(３２)２４７７
０１５８(８７)２１１１
第７回越冬キャベツバルーンミーティング
鹿肉パーティー
・と き ２月下旬
・と き ２月１７日（日）
・ところ ホテル森夢
・ところ 和寒町総合体育館周辺
・問い合わせ 養鹿研究会事務局 田尾商店
・問い合わせ 和寒町教育委員会
０１５８(８７)２４１７
０１６５(３２)２１３７
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▼

▼

配食サービス業者を募集
します

高齢者などへの配食サービ
スと併せて安否確認の業務を
委託します。
この事業に参加を希望する
事業者はご連絡ください。

利雪親雪推進市民講座の
お知らせ

▼

●ベビーバス

●学習机・椅子

●シングルベッド

○ゆずってください

なよろ冬カレンダーをご
利用ください

●ベビー布団一式

広報なよろ 月号とともに
各家庭に１部ずつ配布しまし
たが、名寄市外にお住まいの
友人やご親戚などへ何かの機
会に送付して、名寄市をＰＲ
していただける方、また、市
外から人が集まる会合などの

▼

万円未満の場合

前のとおり納付書で納めてい
ただく（普通徴収）ことにな
ります。
・国保税の納付を口座振替し
ている場合
・平成 年度中に 歳となる
場合
・年金年額が

16

○ゆずります

機会に配布を希望される方は、

26

高齢介護課高齢福祉係
２階（内線３２３２）

(月)

25

18

年
※金事務処理の都合上、特
別徴収（年金天引き）から口
座振替への変更は、手続き完
了まで時間を要しますのでご
了承ください。
▼口座振替するには
市内の金融機関または市役
所税務課または左記へ通帳と
届出印、納税通知書を持参し
てください。

▼業務内容
毎週木曜日の昼食時に、利
用者に栄養バランスのとれた
食事を配達し、その際に、利
用者への 声｢かけ を｣行い安否
の確認をしていただきます。
▼業務区域 名寄地区一円
▼委託期間 平成 年４月１
日～平成 年３月末
▼資格対象
２年以上、市内で食事の製
造宅配の実績がある事業者
▼申込期限 ２月 日

●東中女子制服(160サイズ)

名寄の冬を楽しく暮らすた
めの工夫などについての講座
です。
また、館内でホワイトマス
ター受賞者紹介展を開催しま
すのでぜひご覧ください。
▼テーマ
「冬の暮らしを楽しむ土台を
つくる」
▼と き ２月 日
時
▼ところ
北国博物館２階講堂
▼講師
北海道立総合研究機構北方
建築総合研究所職員
▼内容
・北国の暮らしと住まい
・街並みづくり
・地域のきずなづくり

市長室開放事業を開催します

企画課企画調整係
３階（内線３３０５）

名 問

(土)

不用になった家庭用品などを紹介
します。お気軽にお電話ください。

まだ予備がありますのでご連
絡ください。
また、同時配布しましたア
ンケートも、多くの方から回
答をいただき、ありがとうご
ざいました。
今後はこ
れらのご意
見ご要望を
参考に、市
民委員会で
検討してい
きます。

平成25年2月号
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対象 市民、市民で組織する
団体やサークルなど
開催日時（土日祝は除く）
2月1日(金)～28日(木)
９:00～17:30の20～30分間
※市長の公務が優先
懇談場所 市役所名寄庁舎・
風連庁舎の市長室など
懇談内容 地域活動やまちづ
くりの話、市政への要望・疑
問など
※個人的な要望・相談・苦情・
宗教に関する意見、書面によ
る要望の提出、または懇談に
ふさわしくないと判断される
場合は、お断りさせていただ
きます。
申・ 問 企画課秘書係
名 ３階（内線３３０４）

23

名寄消費者協会
01654③5630
※毎週水曜日は定休日

市民課国保高齢医療係
１階（内線３１１４・３
１１５・３１１６）
地域住民課市民係
１階（内線１１９）

名 問

２月６日（水）
10:30～16:00
ところ 名寄商工会議所
完全予約制 0166（72）5004

名寄市国民健康保険からのお知らせ
25

●ピアノ

12

社会保険事務相談窓口

名寄市国民健康保険税の税
率が平成 年４月から後期高
齢者医療保険や介護保険を支
えるために改正されます。
平成 年度の税額決定は７
月中旬となりますが、 歳以
上の世帯ですでに年金天引き
により保険税が徴収されてい
る世帯や新たに特別徴収の対
象となる世帯は４月から仮徴
収が開始します。税率改正に
より、対象世帯の特別徴収税
額が 月以降増額になる場合
が予想されます。年金からの
特別徴収を希望しない場合、
事前に口座振替手続が必要と
なりますのでご注意ください。
▼国保税の特別徴収（年金天
引き）について
国保被保険者が全員 歳以
上で構成される世帯の国保税
は、原則として納税義務者の
年金から天引きとなります。
ただし、次に該当する方は従
25

暮らしのリサイクル
18

夜間納税窓口
10

（10：00～16：00）

75

き
と
名 問

風

65

65

25

ところ

２月２５日（月）
17:30～19:30
名寄庁舎２階
税務課納税係
き
と

口
窓
別
特

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

(金)

(木)

(木)

８

13

14

(金)

名寄市森林整備計画の縦

20

風連公民館（ふうれん地
域交流センター内）
０１６５５③２５３１

問

８

２

２

14

環境生活課からのお知らせ

覧ができます
【愛犬の散歩時のマナー】
名寄市森林整備計画は名寄
散歩時のふん尿に対する苦
情が寄せられています。散歩 市内の山林整備に関するマス
時にはふん尿をさせないよう、 タープランとなるもので、平
散歩前に自分の敷地内で済ま 成 年４月１日～平成 年３
せましょう。もし、ふんをし 月 日の間の計画を記載して
た場合は必ず持ち帰りましょ います。
▼縦覧期間 ３月１日 まで
う。
環境生活課環境・生活
耕地林務課林務係
安全係
１階（内線３１６）
１階（内線３１２２）

31 20

▼講 師 ＮＰО法人シュマ
リナイ湖ワールドセンタース
タッフ
▼定 員
人
定
※員になりしだい締切
小
※学生以下は保護者同伴で
参加してください。
▼参加費
大人１７００円
中学生以下１２００円
（幼児は無料）
釣
※り具・餌を持参する場合
は 円引き
▼申込期限 ２月 日
▼持ち物
防寒具【スキーウェア、長
靴、手袋、帽子など】、タオ
ル・エプロン・三角巾
・

冬のアウトドア＆料理体験教室

30

(金)

(火)

この時季ならではの「アイ
スフィッシング」と人気講座
「手打ちそば」を同時開催し
ます。ぜひご参加ください。
ベテランスタッフが指導にあ
たりますので、初めての方で
も安心です。

▼と き ３月 日
【行き】集合 ７時 分
【帰り】解散
時 分
集合解散ともに
ふうれん地域交流センター
▼ところ
朱鞠内湖（ワカサギ釣り・
スノーモービル体験）
ふれあいの家「まどか」
（手打ちそば・天ぷら）
午
※前中に釣れたワカサギを
天ぷらにして手打ちそばと一
緒に試食します。

26

【愛犬のリード等の劣化およ
び狂犬病予防注射】
愛犬のリード等の劣化によ
り、逃げ出した犬が歩行者に
噛みつき、飼い主の責任が問
われる事件が全国で発生して
います。中には噛みつかれた
歩行者が死亡したケースもあ
りますので、今一度、愛犬の
リード等に劣化がないか確認
をお願いします。また、この
ような事件の中で、狂犬病予
防注射を受けていなかったこ
とも問題とされています。動
物病院で随時受け付けていま
すので、注射を受けていない
場合は必ず受けてください。

シルバーハウジング
60歳以上の世帯（夫婦の場合はいずれか一方が60歳以上）であって、自炊が可能な程度の健康状態であるが、
身体機能の低下等が認められ、または独立して生活するには不安があると認められる場合に入居できます。

【猫の飼育】
先日、寒さが続く中、ゴミ
捨て場に猫が捨てられていま
した。他にも市内の民家の前
などに捨てられていた事例も
あります。猫の飼い主につい
ては、最後まで責任を持って
育てるとともに、繁殖防止の
ため、避妊・去勢手術を行っ
てください。また、猫を放し
飼いしていると、繁殖の原因
やふん尿などで他人に迷惑を
かけることになるので、室内
で飼育しましょう。

40 30(土)

考

※記載された家賃は、収入によって高くなることがあります。
※家賃のほかに共益費（共用部分の電気代、除雪費など）、ボイラー、ガス警報機のリース料などが
別途かかります。
※募集期間までに空き家が出た場合は、募集住宅に追加する場合があります。受付の際に確認してください。

Ｏ＆Ｒ名寄建物コンソー
シアム（西４南９大野ビ
ル１階）
０１６５４③３７１１

風 問

500

申

２

15

上川総合振興局から道営住宅入居者の募集

▼募集住宅
▼書類配布期間
月 日
まで（日祭日除く）
▼募集受付期間
月４日 ～ 月 日
▼申込方法 収入のわかるも
の（源泉徴収票など）と、印
鑑を持参し、Ｏ＆Ｒ名寄建物
コンソーシアムへお越しくだ
さい。仮審査のうえ、入居適
格者は申込書に必要書類を添
えて提出していただきます。
※障がいをお持ちの方は障害
者手帳などの証明書類もご持
参ください。
月中旬に入居
▼入居時期
▼入居者の決定 書類審査に
より決定します。（申し込み
が重複した場合は抽選）
▼家 賃 入居者の収入に応
じた家賃となります。
【入居抽選会と仮当選者の書
類説明会】
月 日
時
▼と き
▼ところ Ｏ＆Ｒ名寄建物コ
ンソーシアム（多人数の場合
は抽選会場を変更する場合が
あります）
※連絡がなく欠席の場合は、
入居申込を取り消したものと
みなします。
【入居説明会】（書類審査で
合格した方のみ）
月７日
時
▼と き
分～
▼ところ
３

Ｏ＆Ｒ名寄建物
コンソーシアム

問

名

世帯向け
H2

世帯用の
ｼﾙﾊﾞｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ

家 賃
建築
22,000円
マーガレットヴィラ 311号 西2条南11丁目 2 L D K 63.1㎡ １戸 ～32,800円 H 1 1

備

問規 格

所

住

名

地

団

問

(月)

２

３

16,800円
～25,000円

ノースタウンなよろ 612号 東1条北6丁目 2 L D K 62.2㎡ １戸

申 申し込み
01654③2111）
01655③2511）
問 問い合わせ
名 名寄庁舎（
風 風連庁舎（

30

２

20

広報なよろ第83号

2月1日(金)
～4月26日(金)

4月3日(水)
締切日必着

4月3日(水)
締切日必着
試験日

2月16日(土)

5月11日(土)～12日(日)
12日は飛行要員のみ

4月12日(金)
～4月15日(月)

4月12日(金)
～4月15日(月)

●科目等履修生・聴講生共通

市立大学・同大学短期大 学部で科目等履修生・聴講生
を募集します
●科目等履修生

除く）

受け入れます（実験・実習を

得を希望する方を選考のうえ

▼履修・聴講開始時期

はお問い合わせください。

あると認められる方。詳しく

卒業または同等以上の資格が

高等学校

▼出願手続 ①科目等履修生

４月から（詳しい日程は、入

▼履修・聴講資格

願書②科目等履修志望理由書

学許可後にお知らせします）

科目の履修および単位の修

③履歴書④最終出身学校の卒

日

▼募集期限

▼出願方法 窓口へ持参（８

２月

業（修了）証明書⑤最終出身
学校の成績証明書⑥承諾書⑦

分）または郵

送（書留、期限まで必着）

時

所定の納付書で納入し、領収

２万８２００円

⑦
※は郵便局を除く最寄りの
金融機関で納入ください
▼入学料

１単位につき
１万４８００円

▼授業料
●聴講生

大学教育を開放します（実
験・実習を除く）
▼出願手続 ①聴講生願書②
履歴書③最終出身学校の卒業
（修了）証明書④最終出身学
校の成績証明書⑤承諾書（在

０１６５４②４１９４

市立大学教務課

① ② ③ ⑥は本学所定用紙 必要に応じて実施する面接に
※
･
･
･
⑥
よる
※は在職中の方

▼選考方法 出願書類および

分～

時

(金)

入学検定料９８００円（本学

15

書控えを同封）

30

自衛官等の募集

年間を通じて
行っています

パ
※ンフレット・志願票は左
記に用意してあります。

職中の方）
①
※・②・⑤は本学所定用紙
▼聴講料 １単位３０００円

お宅の屋根の雪はだいじ
ょうぶですか？

毎年、建物の屋根や看板な
どから落ちた雪や氷、つらら
による死傷事故が発生してい
ます。

▼道路や歩道上に屋根からの
雪などが落ちる建物には滑り

止めを設置し、定期的に確認、

点検、修理をしましょう。
▼雪などが落ちた時は通行の
支障とならないよう速やかに
除雪をしてください。また、
作業時は路上の安全を確認し
事故の予防につとめてくださ
い。
▼軒先での遊びは絶対にさせ
ないようにしてください。

管理課管理係
２階（内線２１０）

ご寄附

（順不同・敬称略）

ありがとうございました

▼医療と福祉による安心して暮
らせるまちづくり事業のために
○川村 美栄子

▼地域振興のために
○羽生 武

▼地域の犯罪予防のために
○ 秋 葉 幸子

▼南相馬市のために
○麻生町内会婦人部
（客野 みつゑ部長）

▼交通安全のために
○名寄保険倶楽部
（奥田 一己代表）

▼市役所両庁舎新年飾りとして
○名寄市もち米生産組合
（伊賀 敏彦組合長）

▼清峰園のために
○王子マテリア株式会社名寄
工場
（獺越 久男執行役員工場長

▼風連地区の活性化のために
○滝川 徹幸

)

消費者相談 9:15～16:00
と き 月～金曜日
ところ 市民会館２階
消費者センター
01654②3575
労働相談 8:45～17:30
と き 月～金曜日
ところ 名寄庁舎３階
営業戦略課労働相談所
01654③2111
人権相談 8:30～16:30
と き 月～金曜日
ところ 旭川地方法務局名寄支局
01654②2349
心配ごと相談（24時間）
と き 月～金曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
精神障害者生活相談
（酒害相談も）13:00～15:00
と き 毎月第３木曜日
ところ 総合福祉センター
01654②3968
教育相談ハートダイヤル
9:00～17:00
と き 月～金曜日
ところ 児童センター
01654③1000

17

市民相談室
ところ 名寄市民会館１階(大通北1)
申・問 01654③2111(内線3616）
市民相談 9:15～16:00
と き 月～金曜日
無料法律相談 11:00～
と き
２月 ３日（日）
３月 ３日（日）
※事前予約が必要です
行政相談 13:00～16:00
と き
２月１４日（木）
結婚相談
と き 第１金曜日 17:30～19:00
その他の金曜日 13:00～15:00

風 問

45

問

いずれか1日を指定されますいずれか1日を指定されます

受付期間

自衛隊旭川地方協力本部
名寄出張所（西１南９）
０１６５４②３９２１

平成25年2月号
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18歳以上55歳未満
20歳以上28歳未満
18歳以上34歳未満
18歳以上27歳未満
(採用予定月の1日現在) (平成26年4月1日現在) (平成25年7月1日現在) (平成25年7月1日現在)
[保有する国家資格等による]
[学士等取得状況による]
応募資格

予備自衛官補
（技能公募）
予備自衛官補
（一般公募）
一般幹部候補生
自衛官候補生（男子）
種目

問

2 月(如月)市民カレンダー
月

日

水

火

5

金

6

7

2

8

9

・運転免許更新時講習会
違反14:00
一般17:30
優良19:00
文

・本のよみきかせ
13:30～
児
・北都新聞社杯中学
バレーボール大会
9:20～
ス

北

11

10

12
1
2

・第38回高校インドア
ア
ソフトテニス選手権
権
大会
ス
9:00～

広報誌は保存しておきましょう

17

24

13

14

18

25

19

26

20

・早朝診療 ※要予約
7:00
風連国保診療所

27

・第38回名寄新聞社杯 ・夜間納税窓口
争奪インドアソフト 17:30～19:30
テニス選手権大会
名寄庁舎２階税務課
ス
9:00～

文 …市民文化センター

ス …スポーツセンター 陶 …風連陶芸センター

のうごき
のうご
平成24年12月末日現在 ※（ ）は前月末比
人口 29,956人(+19）男14,520人(+16）女 15,436人(+3）
世帯数14,558世帯(+20） 外国人登録者57人(ｰ3）

15

16

・原田さんの工作と
本のよみきかせ
13:30～
児

・運転免許更新時講習会
優良13:00
文
一般14:00
・教育相談センター
夜間相談日
17：45～20：45 児

新春書き初め大会（風連公民館）

21

土
・冬季近隣中学生バド
ミントン大会
ス
9:00～
・本のよみきかせ
まめまき
児
13:30～
・「冬の鉄路」関連
映像上映会
北
13:00～14:30

児童生徒の帰宅時刻のお知らせ
小学生 １６時 中学生１８時
高校生 ２１時
児童生徒補導協議会
（小中高等学校）

①9:00～12:00 ②13:00～16:00 ③18:00～21:00
費用 粘土代１Kg２００円
持ち物 エプロンなど
詳しくはお問い合わせください。
申込み・問い合わせ 風連陶芸センター01655③2743

4

木
1

風連陶芸センター陶芸教室（要予約）
２/１４(木)、２８(木)

3

February Calendar

・第38回中学インドア
ソフトテニス選手権
大会
ス
9:00～

23

22

地域包括支援ネットワーク構築事業講演会
と き ２/２３(土)10:00～11:30（9:30開場）
ところ 市民会館大ホール
演 題 「増える認知症、地域でどう支える？」
講 師 砂川市立病院精神科部長 内海久美子 氏
問い合わせ 地域包括支援センター地域包括支援係
名寄庁舎２階（内線３２６１）

28

・教育相談センター
夜間相談日
17：45～20：45 児
・｢広報なよろ｣3月号
配布予定日

北 …北国博物館

児 …児童センター

今月の表紙
名寄消防、風連消防出初式
平成２５年出初式が行われ、今年１年の無事故、無災害
を祈願しました。

広報なよろは名寄市ホームページでも
ご覧いただけます。
名寄市ホームページ
http//www.city.nayoro.lg.jp

名寄消防出初式では登梯が行われ、妙技を軽やかに披露
し、訪れた観客から拍手が送られていました。
風連消防出初式では見事な分列行進が披露されました。

携帯電話やスマートフォンから右のQR
コードを読み取るとアクセスできます｡

（１月８、１４日撮影）

平成25年 2 月 1 日発行
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