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10　　　　　　　　　　 　　12月４日(日)～12月10日　　(土)は第68回人権週間です。
　　　　　　　　　～考えよう　相手の気持ち　未来　　へつなげよう　違いを認め合う心～

17 土
大安

★今金わくわくカレッジ“イマカレ”クリスマ
　スおはなし会

18 日
赤口

◇日曜当番医　道南ロイヤル病院　☎84-5011

19 月
先勝

◇ゆうゆうクラブ（実施）10:00 ～11:30　老人福祉センター
◇すっきりサークル　①スタート

20 火
友引

◇種川いきいき元気クラブ
◇すっきりサークル　③シェイプボディ

21 水
先負

◇ＢＣＧ、麻しん風しん混合１期２期、水痘予防接種（乳幼児）
　（受付）13:00 ～13:20　としべつ
◇ブックン運行日

22 木
仏滅

◇としべついきいき元気クラブ

23 金
大安

天皇誕生日
◇町内急患当番医　今金町国保病院　☎82-0221

24 土
赤口

25 日
先勝

◇日曜当番医　今金町国保病院　☎82-0221

26 月
友引

◇ゆうゆうクラブ（実施）10:00 ～11:30　老人福祉センター

27 火
先負

◇すっきりサークル　②ストレッチ

28 水
仏滅

◇Ｂ型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、日本脳炎予防
　 接種（乳幼児）（受付）13:00 ～13:20　としべつ

29 木
赤口

30 金
先勝

31 土
友引

◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

１月
１ 日

先負

元旦
◇休日当番医　今金町国保病院　☎82-0221

12月
５ 月

大安
◇すっきりサークル　①スタート

６ 火
赤口

◇としべついきいき元気クラブ

７ 水  
先勝

◇Ｂ型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、日本脳炎予防
　 接種（乳幼児）（受付）13:00 ～13:20　としべつ
◇日本脳炎予防接種（小学生以上）（受付）15:30 ～16:00　としべつ
◇ゆうゆうクラブ（実施）10:00 ～11:30　老人福祉センター
◇ブックン運行日

８ 木
友引

◇３ヶ月児健診、１歳６ヶ月児健診、３歳児健診、５歳児健診
◇水痘予防接種（実施）14:00 ～16:00 岩間医院

９ 金
先負

◇すっきりサークル　②ストレッチ

10 土
仏滅

11 日
大安

◇日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

12 月
赤口

◇すっきりサークル　①スタート

13 火
先勝

◇ゆうゆうクラブ（実施）10:00 ～11:30　老人福祉センター
◇無医地区耳鼻科診療（受付）14:00 ～14:30　としべつ
◇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

14 水  
友引

◇Ｂ型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、四種混合、日本脳炎予防
　 接種（乳幼児）（受付）13:00 ～13:20　としべつ
◇日本脳炎予防接種（小学生以上）
  （受付）15:30 ～16:00　としべつ

15 木
先負

◇無医地区皮膚科診療（受付）14:00 ～15:00　としべつ

16 金
仏滅

◇すくすく親子広場（実施）9:30 ～11:30　としべつ
◇いまカフェ（実施）13:30 ～15:30　すえひろ２F
◇日本脳炎予防接種（高３～19歳）（実施）16:00 ～17:00　今金診療所

まちの行事予定

【今金町無料法律登記相談】
日　時／12月15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

【せたな町手続き案内（裁判所）日程】
日　時／12月15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８日（木）までに予約が必要

　　問合せ／函館地方裁判所　　☎0138-38-2372
【雇用保険受給手続受付日】
　　日　時／12月21日（水）13:00～17:00
　　場　所／北檜山職業相談室
　　問合せ／北檜山職業相談室　☎0137-84-5724
　　　　　　ハローワーク八雲　☎0137-62-2509

３ケ月児健診 13：15-13：30 ３歳児健診 13：30-13：45

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

◇各種事業のおしらせ◇

◇健診のおしらせ◇(●実施日12月８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（木） 通　　常 通常診療 通　　常 通　　常 休　　業 午前10時～午後10時
12月30日（金） 通　　常 通常診療 通　　常 休　　館 午前10時～午後９時 午前10時～午後10時
12月31日（土） 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 午前９時～午後４時 午前９時～午後４時
１月１日（日） 閉　　庁 休日当番 休　　館 休　　館 午前９時～午後４時 午前９時～午後４時
１月２日（月） 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 午前９時～午後９時 午前９時～午後10時
１月３日（火） 閉　　庁 休日当番 休　　館 休　　館 午前10時～午後９時 午前10時～午後10時
１月４日（水） 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 午前10時～午後９時 午後１時～午後10時
１月５日（木） 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 休　　業 午前10時～午後10時
１月６日（金） 通　　常 通常診療 通　　常 休　　館 午前10時～午後９時 午前10時～午後10時
１月７日（土） 閉　　庁 休　　診 通　　常 通　　常 午前９時～午後９時 午前９時～午後10時

①
スタート

ステップコース 12/ ５
13:30-14:30 としべつ

ステップコース（自主活動）12/12,19

ノルディックコース（自主活動） ※冬期間は実施を中止いたします

②
ストレッチ

イスコース
12/９,27

13:30-14:00 ９としべつ
27 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 12/13
19:00-19:50 町民センター

全身運動コース 12/13

子どもワクワク教室 12/20 19:00-19:50 町民センター

としべついきいき元気クラブ 12/６,22 10:30-11:45 としべつ

種川いきいき元気クラブ 12/20 9:30-12:00 種川温泉

年末・年始の休み状況
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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：

地域包括支援センター

山本（☎ 82-2780）
※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ネットワーク掲示板ネットワーク掲示板ネットワーク掲示板栄 養 士

11

リスクにそなえる
「老齢」「障害」「遺族給付」

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

【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（金）※積雪の状況により、順延す
　　　　　 ることがあります。

【お得な券】11回券３時間 大人 1,230円、中学生以下　 720円
　　　　 １日　　　 大人 1,850円、中学生以下 1,020円
　　　　 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（20㍑）100円
　　　　　大口分水：一般用、業務用（１㎥）610円
【問合せ】  熊石海洋深層水総合交流施設　☎01398-2-2300

【長万部町】
あみゅぜ。のファミリーコンサート～遊園地へ行こう！～ 開催

　小学校低学年や未就学児を対象としたコンサート。一般
の方も、このお芝居と音楽会をミックスしたような楽しい
音楽鑑賞会を楽しむことができます。

【日　時】12月８日（木）午前10時10分開場／午前10時35分開演
【会　場】長万部小学校体育館
【入場料】1,000円（小学生及び未就学児は無料）
【チケット】教育委員会社会教育課　☎01377-2-2748
　　　　 学習文化センター　☎01377-2-5757
　　
【せたな町北檜山区】
忘新年会・宴会プランは『温泉ホテルきたひやま』

　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。その他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。美肌効果のある成分も含まれているそうです。

【場　 所】瀬棚区本庁（旧国鉄瀬棚駅跡地）
【営業時間】午前10時から午後９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　☎0137-87-3840

【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！詳しくはお電話ください！

【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1,800円（寝具のご利用のみ）
【問合せ】国民宿舎あわび山荘　☎01398-4-5522

　　　　　　　　　　 　　12月４日(日)～12月10日　　(土)は第68回人権週間です。
　　　　　　　　　～考えよう　相手の気持ち　未来　　へつなげよう　違いを認め合う心～

　今金町で作られている農作物を使用したレシピを紹介します。今月はか

ぼちゃを使った「かぼちゃのいとこ煮」です。かぼちゃの黄色はβ-カロ

テンの色といわれ、ビタミンＡを豊富に含み免疫力を高め、目にも良いと

されています。

<作り方>

①かぼちゃは種とわたを取り除き、２㎝角に切り、面取りをします。

②鍋に牛乳、めんつゆを入れてからかぼちゃを加え、クッキングシート　

　などで落とし蓋をして中火にかけます。

③煮立ったら火を弱め、ゆであずきを加えます。

④かぼちゃがやわらかくなるまで煮たら完成です。

 今金の食材を使った料理を紹介

　「かぼちゃのいとこ煮」

<材料４人分〉　

（１人あたり　217kcal、 たんぱく質　6.4g、 脂質　4.1g、 炭水化物　38.4g、　

　食物繊維　4.4g、 塩分　0.6g）

○かぼちゃ……１/４個(正味400g)
○牛乳…………………………400ml
○めんつゆ…………………小さじ２
○ゆであずき…………………100ｇ

　めんつゆを、水の代わりに牛乳で薄めると驚くほどおいしいつゆになり、調

味料を少なく作れて減塩にもなります！しょうゆや味噌などの調味料を減らし

ても牛乳のコクがあり、味が物足りなくなりません。

　出来上がった料理に牛乳の味があまりしないので、ぜひお試しください！

※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。

「年金の予約相談」平成28年10月から
実施しています。

○予約相談希望日の１カ月前から前日まで受付しています。
○ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
○お近くの年金事務所でも受付しています。

全国の年金事務所で

の
を実施しています。

予約相談年金

①お客様のご都合にあわせて、スムーズに
　相談できます！
②相談内容にあったスタッフが事前に準備
　のうえ、丁寧に対応します！

ご予約いただくと…

※予約相談の実施時間帯は、8：30 ～16：00（月曜～金曜）です。

予約の申し込みは「ねんきんダイヤル」へ！

０５７０－０５－１１６５


