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21 月
先負

◆としべついきいき元気クラブ
◇すっきりサークル　①スタート

22 火
仏滅

23 水
大安

◇町内急患当番医　今金町国保病院　☎82-0221

24 木
赤口

◆無医地区皮膚科診療（受付）14:00 ～　　
　15:00　としべつ

25 金
先勝

☆檜山中体連スキー大会

26 土
友引

27 日
先負

◇日曜当番医　道南ロイヤル病院　☎84-5011

28 月
仏滅

◆すっきりサークル　①スタート

29 火
大安

30 水
赤口

31 木
先勝

◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

１月１月
１ 金

友引
◇休日当番医　今金町国保病院　☎82-0221

２ 土
先負

◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

３ 日
仏滅

◇休日当番医　今金町国保病院　☎82-0221

12月12月
９ 水

先勝

◆ＢＣＧ、麻しん風しん混合1期2期、水痘予防接種（受
　付）13:10 ～13:30　としべつ

10 木
友引

◆三種混合２期ジフテリア・破傷風予防接種（小６）
　（実施）14:00 ～16:00　岩間医院

11 金
大安

◆としべついきいき元気クラブ

12 土
赤口

13 日
先勝

◇日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

14 月
友引

◆すっきりサークル　①スタート

15 火
先負

16 水
仏滅

◆四種混合１期、ヒブ、小児肺炎球菌予防接種　
　（受付）13:10 ～13:30　としべつ、ブックン運行日

17 木
大安

◆３ヶ月児健診、１歳６ヶ月児健診、３歳児健診、　５歳児健診、ブック
　　スタート
◇麻しん風しん混合1期2期予防接種　（実施）14:00 ～16:00　岩間医院
◆すっきりサークル　③シェイプボディ、子どもワクワク教室

18 金
赤口

◆すっきりサークル　②ストレッチ

19 土
先勝

☆今金わくわくカレッジ“イマカレ”クリスマスおはなし会
☆ピリカスキー場　オープン（予定）

20 日
友引

◇日曜当番医　今金町国保病院　☎82-0221

まちの行事予定

【雇用保険受給手続受付日】
日　程／12月９日(水) 13:00 ～17:00
　　　　12月24日(木) ９:00 ～12:00
場　所／北檜山職業相談室
問合せ／北檜山職業相談室　℡84－5724
　　　　ハローワーク八雲　℡62－2509

【今金町無料法律登記相談】
日　時／12月10日(木) 10:00 ～12:00
場　所／町民センター
予　約／相談日の前日、正午までに予約が必要
問合せ／役場総務財政課　　℡82－0111

【せたな町手続案内（裁判所）日程】
日　時／12月17日(木)　13:00 ～16:00
場　所／瀬棚総合福祉センター「やすらぎ館」
予　約／12月10日(木)までに予約が必要です
問合せ／函館地方裁判所　　℡0138－38－2372

①
スタート

ステップコース 12/21
13:30-14:30 としべつ

ステップコース（自主活動）12/14,28

②
ストレッチ

イスコース
12/18

13:30-14:00
18 老人福祉セ

マットコース 14:10-14:50

③
シェイプ
ボディ

全身柔軟コース
12/17 19:00-19:50 町民センター

全身運動コース

子どもワクワク教室 12/17 19:00-19:50 町民センター

としべついきいき元気クラブ 12/11,21 10:30-11:45 としべつ

種川いきいき元気クラブ 12/ ８, １/12 10:00-11:30 種川温泉

３ケ月児健診 13：00-13：15 ３歳児健診 13：15-13：30

１歳６ケ月児健診 13：30-13：45 ５歳児健診 13：00-13：15

◇各種事業のおしらせ◇

す
っ
き
り
サ
ー
ク
ル

◇健診のおしらせ◇(●実施日12月17日　●場所：としべつ保健センター）

      　　施設名
月日

役場・としべつ
老人保健施設 国保病院 町民センター 総合体育館 種川温泉 あったからんど

12月29日（火） 通　　常 通常診療 通　　常 通　　常 午前10時～午後９時 午前10時～午後11時
12月30日（水） 通　　常 通常診療 通　　常 休　　館休　　館 午前10時～午後９時 午後１時～午後11時
12月31日（木） 閉　　庁閉　　庁 休　　診休　　診 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前10時～午後４時 午前10時～午後４時
１月１日（金） 閉　　庁閉　　庁 休日当番 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前９時～午後４時 午前９時～午後４時
１月２日（土） 閉　　庁閉　　庁 休　　診休　　診 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前９時～午後９時 午前９時～午後10時
１月３日（日） 閉　　庁閉　　庁 休日当番 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前９時～午後９時 午前９時～午後10時
１月４日（月） 閉　　庁閉　　庁 休　　診休　　診 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前10時～午後９時 午前10時～午後10時
１月５日（火） 閉　　庁閉　　庁 休　　診休　　診 休　　館休　　館 休　　館休　　館 午前10時～午後９時 午前10時～午後10時
１月６日（水） 通　　常 通常診療 通　　常 休　　館休　　館 午前10時～午後９時 休　　業休　　業
１月７日（木） 通　　常 通常診療 通　　常 通　　常 休　　業休　　業 午前10時～午後10時

年末・年始の休み状況

※図書室は、29日（火）休館となります
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国民ねんきん

問合せ先：

今金町栄養士ネットワーク(※)

今月の担当：

特別養護老人ホーム豊寿園　庫元

　　　　（ ☎ 82-0344）

※町内各施設に所属する管
理栄養士、栄養士で構
成された団体です。

ネットワーク掲示板板板栄栄 養養 士士
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～しっかりはらって～しっかりはらって
しっかりもらおう～しっかりもらおう～

今金の食材を使った料理を紹介今金の食材を使った料理を紹介

<材料４人分〉　

作り方

　今金町で作られている農作物を使用
したレシピを紹介させていただいてい

ます。今月は男爵芋を使った昔懐かし
いふきんこ汁を紹介します。

コリドール交流ネットワーク情報コリドール交流ネットワーク情報
出かけよう！となりまち出かけよう！となりまち

【八雲町八雲地域】
八雲町営スキー場12月23日オープン！（予定）
　
　八雲町営スキー場は、スキーの初心者から上級者まで楽しめる3つの
コースがあり、2人乗りリフトや休憩施設も完備され、スキーヤー、スノー
ボーダーなど多くの方々が楽しむことができます。また、就学前の幼児
と保護者がリフトに同乗する場合は、幼児のリフト料金が無料で大変お
得です！！家族揃って八雲のゲレンデへＧＯ！

【オープン日】12月23日（水）※積雪の状況により、オー
　　　　　　プン日が順延することがあります。
【お得なシーズン券】大人18,510円、中学生以下　　
　　　　　　　　　　10,280円、60歳以上15,420円
【場　所】八雲町春日767
【問合せ】八雲町総合体育館　☎0137-62-2141

【八雲町熊石地域】
熊石海洋深層水の分水中！

　海洋深層水の分水は、熊石漁港内の熊石海洋深層水総合交流施設で
行い、ポリタンクやペットボトルなどへの小口分水と車両に積載された
大型タンクへの大口分水の２種類の分水施設があります。さまざまな効
果が期待されていますので、この機会にぜひお試しください。

●町外利用者　小口分水　一般用（20Ｌ）・100円
　　　　　　　大口分水　一般用（１ｍ３）・610円　
　　　　　　　業務用（１ｍ３）・610円
●分水時間　　平日の午前９時～午後５時（年末・年
　　　　　　　始は分水できません）

【問合せ】　　　熊石海洋深層水総合交流施設　☎01398－２－2300

【長万部町】
町民センター「鉄道村」

　かつて長万部町は鉄道の街として栄え、その当時の思い出として「見
て、触れて、動かせる」鉄道グッズを展示しております。

【場　所】　字長万部413番地12
【時　間】　午前10時～午後４時
【入館料】　無料
【休館日】　毎週月曜日と国民の祝日の翌日、年末年始
【問合せ】　教育委員会事務局　☎01377-2-2748
　
【せたな町北檜山区】
宴会プランは『温泉ホテルきたひやま』無料送迎いたします！

　露天風呂、サウナ、全身浴、ジェットバスなどを備えた本格的スパ・
ホテル。レストランでは地場産品を使ったお料理も堪能できます。その
ほか送迎付の各種宴会プランをご用意しておりますので、用途に合わせ
てご相談ください。

【宿泊料】　１泊２食１名様7,992円から（入湯税別途。朝・夕２食付）
【問合せ】　温泉ホテルきたひやま　☎0137-84-4120

【せたな町瀬棚区】
公営温泉浴場「やすらぎ館」

　弱アルカリ性温泉で、冷え性、神経痛、火傷などに効き目があります。
美肌効果がある成分も含まれているそうです。

【場　　所】瀬棚区本町（旧国鉄瀬棚駅跡地）
【営業時間】10時から21時まで※毎月第１・３月曜日定休
【入 浴 料】大人400円、中人140円、小人70円
【問 合 せ】やすらぎ館 ☎0137-87-3841

【せたな町大成区】
あわび山荘

　日頃のご愛顧に感謝をこめて「忘・新年会特別プラン」をご用意い
たしました。温泉に入りのんびり気分で大宴会！身も心もリフレッシュ
しませんか！ 10人以上でカラオケ無料ですので、ぜひご利用ください！
送迎も無料です！詳しいことはお電話ください！

【場　所】　せたな町大成区貝取澗388番地
【宿泊料】　（税込）大人8,500円、小学生6,590円、
　　　　　幼児1,620円(寝具のご利用のみ)
【問合せ】　国民宿舎あわび山荘　☎01398-4-5522

「ふきんこ汁」「ふきんこ汁」

（１人あたり　59Kcal　たんぱく質1.4ｇ　炭水化物12.7ｇ　
食物繊維1.9ｇ　塩分1ｇ）

①皮をむいたじゃがいもをすりおろしてふきんでし
ぼる。絞り汁はそのままにしておき、でんぷんが
沈殿したら上水の水分を捨てて、絞ったじゃがい
もとでんぷんを混ぜ合わせる。耳たぶくらいの固
さ（柔らかければ片栗粉を足す。）にする。

②鍋にだし汁を入れて、大根、にんじん、ごぼうを
入れ、沸騰したら正油、酒、塩を入れ材料が煮え
たらじゃがいもだんごを小さく丸めて鍋の中に入
れていく。

　最後にねぎを入れて出来上がり。

・じゃがいも…………………200ｇ
・大根（銀杏切り）　…………40ｇ
・にんじん（銀杏切り）　……40ｇ
・ごぼう（ささがき）　………40ｇ
・長ネギ（小口切り）　………40ｇ

・だし汁…………………カップ３
・正油……………………小さじ２
・酒………………………小さじ２
・塩………………………小さじ1/2

※詳細につきましては、
　税務住民課戸籍年金グループ　☎82-0111
　　　　　　　　　　へおたずねください。

函館年金事務所「年金相談」函館年金事務所「年金相談」
　　　開設日時変更のお知らせ　　　開設日時変更のお知らせ
12月～３月までの年金相談日は次の通り変更となりました。
●平成28年２月３日（水）　●午前９：40 ～午後２：20まで●平成28年２月３日（水）　●午前９：40 ～午後２：20まで

ご不便ご迷惑をおかけしま
すがご了承いただきますよ
うお願いいたします。うお願いいたします。

免除された国民年金保険料の追免除された国民年金保険料の追
納をお勧めします納をお勧めします
保険料の全額又は一部免除等や納付猶予（学生納付特例・保険料の全額又は一部免除等や納付猶予（学生納付特例・
若年者納付猶予）の承認を受けた期間は、保険料を全額納若年者納付猶予）の承認を受けた期間は、保険料を全額納
付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。

そこで、これらの期間は10年以内であればあとから保険料を
納めること（追納）で、年金額を増額することができます。

➊　追納を行う場合は、
申し込みが必要です。

承認後、納付書でお支払
いをしていただきます。

（口座振替、クレジット
納付はできません）

➋　追納に関する注意

承認された期間のうち、原則古い期間から納付してい
ただきます。
保険料の免除や納付猶予等の承認を受けた期間の翌年
度から起算して３年度目以降に保険料を追納すると、
当時の保険料額に経過期間に応じた加算額がつきます。

年度 全額免除 (円 ) 半額免除 年度 全額免除 (円 ) 半額免除

H17 年度 14,880 7,440 H22 年度 15,430 7,720

H18 年度 14,930 7,460 H23 年度 15,220 7,610

H19 年度 14,960 7,480 H24 年度 15,070 7,530

H20 年度 15,090 7,540 H25 年度 15,040 7,520

H21 年度 15,160 7,580 H26 年度 15,250 7,620

●●平成27年度中に追納する場合の１か月分保険料額平成27年度中に追納する場合の１か月分保険料額
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