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26 金
先勝

◆としべついきいき元気クラブ
◇三種混合２期ジフテリア・破傷風予防接種（小６）　（実施）16:00 ～17:00　今金診療所

27 土
友引

28 日
先負

◇日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

29 月
仏滅

◆すっきりサークル　①スタート

３月３月
１ 火

大安
☆檜山北高等学校卒業証書授与式

２ 水
赤口

◆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

３ 木
先勝

◆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

４ 金
友引

☆今金高等養護学校卒業証書授与式

５ 土
先負

６ 日
仏滅

◇日曜当番医　道南ロイヤル病院　☎84-5011
☆今金町女性文化祭
☆第46回町民バドミントン大会

７ 月
大安

◆こどもの歯科検診・フッ素塗布（実施）
　①13:30 ～15:00　②16:00 ～17:00
  ③17:00 ～18:45　としべつ

８ 火
赤口

◆種川いきいき元気クラブ
◇すっきりサークル　②ストレッチ
◆こどもの歯科検診・フッ素塗布（実施）８:00 ～９:30　としべつ

２月２月

10 水
先負

◆種川いきいき元気クラブ
◇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
◆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 木
仏滅

建国記念の日
◇町内急患当番医　今金町国保病院　☎82-0221

12 金
大安

☆創造的過疎による地域づくり講演会
　18:30 ～　町民センター

13 土
赤口

☆管楽器体験会　13:00 ～　町民センター
☆春待ちコンサート　14:30～　町民センター

14 日
先勝

◇日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321
☆いまかね冬リンピック
☆第１回今金町民フロアカーリング交流大会
☆ゆきあかりinいまかね　スノーキャンドルづくり

15 月
友引

◆すっきりサークル　①スタート

16 火
先負

◆すっきりサークル　③シェイプボディ

17 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
◇水痘予防接種（実施）14:00 ～16:00　岩間医院
　ブックン運行日
☆シャッフルボード大会　９:00 ～　総合体育館

18 木
大安

◆無医地区皮膚科診療（受付）14:00 ～15:00　としべつ
◇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

19 金
赤口

◆すっきりサークル　②ストレッチ

20 土
先勝

☆図書室おはなし会「おはなしころりん」

21 日
友引

◇日曜当番医　今金町国保病院　☎82-0221
☆第26回ピリカふれあい歩くスキー大会

22 月
先負

◆すっきりサークル　①スタート

23 火
仏滅

◆種川いきいき元気クラブ

24 水
大安

25 木
赤口

◆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

まちの行事予定

【雇用保険受給手続受付日】
　　日　程／３月９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　℡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／２月18日(木) 10:00 ～12:00　３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／２月18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／２月12日(金)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 ２/29
13:30-14:30 としべつ

ステップコース（自主活動）２/15,22

②
ストレッチ

イスコース
２/19, ３/ ８

13:30-14:00 19 老人福祉セ
8 としべつマットコース 14:10-14:50

③
シェイプ
ボディ

全身柔軟コース
２/16, ３/ ３ 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 ３/３ 19:00-19:50 町民センター

としべついきいき元気クラブ ２/26 10:30-11:45 としべつ

種川いきいき元気クラブ ２/10,23,
３/ ８ 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２月25日　●場所：としべつ保健センター）

　２月12日18時30分か
ら町民センターを会場
に『創造的過疎による
地域づくり講演会』が
開催されます。
　どなたでも聴講する
ことができますので、
皆様のご来場をお待ち
しております。

お知らせお知らせ

問合せ先

役場
　まちづくり推進課
　商工観光グループ　
　☎82-0111（内線136）
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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：今金小学校

栄養教諭　　　　　　森

　　　（ ☎ 82-0224）
※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

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】
噴火湾パノラマパークでリフレッシュ♪第11回町民歩くスキーの集い

　雪がきらめく自然の中で、歩くスキー体験で楽しく健康・体力づくりをしてみ
ませんか？
　晴れた日には、噴火湾の遠くに羊蹄山が見えることも！昼食はジンギスカンな
どのBBQをご用意します（おにぎりは各自持参）

【日　時】　２月27日(土)　
　　　　　○受付　午前10時～　○開会式　午前10時30分
　　　　 　○終了　午後１時30分（予定）
【場　所】　噴火湾パノラマパーク内特設コース（一周約3.5km）
【参加対象】　小学３年生以上の方
【参加料】  小・中学生500円　大人1,000円　保険料込
　　　　　（用具の貸出あります）

【申込締切】  ２月25日（木）まで
【申込・問合せ】
　        八雲町総合体育館　☎0137-62-2141

【八雲町熊石地域】
日本海を望む「ひらたないスキー場」開放中！

　ひらたないスキー場は、ひらたない荘の裏山に位置し、最大斜度23度、滑
走距離600ｍ、非圧雪のスキーヤーオンリーのゲレンデです。ロープトウが２
本あり、日本海を望みながらシュプールを描くことが出来ます。ひらたない
スキー場の開設は２月29日までを予定しています。皆様のご来場をお待ちし
ております。
【開放時間】　月曜日から金曜日まで
          （午後５時から午後９時まで）
　　　　　土日祝日（午後１時から午後５時まで））

【料　金】　無料
【問合せ】　熊石教育事務所　☎01398－2－3111

【長万部町】
長万部町営スキー場

　無料ロープトウがありファミリーで楽しめるスキー場です！
　ご家族そろってお越しください！お帰りの際にはちょっと寄り道「長万部温泉
郷」でゆったりおくつろぎください！
　無料ロープトウは、次のとおり運行しています！
【リフト（ロープトウ）運行時間】
　火～金曜日　　　…午後５時～午後９時
　土・日曜日、祝日…午前９時～午後９時
　※月曜日は運休しますので、ご了承ください。
【温泉日帰り入浴料金】440 ～500円
【問合せ】長万部町教育委員会 ☎01377-2-2748
　
【せたな町北檜山区】
せたな町の美しい四季を感じる　SETANA TOWN CALENDAR 販売中

　「SETANA TOWN CALENDAR」は、せたな町合併10周年記念として、せたな町の美
しい四季を感じさせる写真を町民からお寄せいただき、月めくりカレンダーを作
成したものです。このカレンダーは役場総務課で販売しております。なお、なく
なり次第販売を終了させていただきます。
【販売価格／窓口販売】１部300円、郵送販売（送料込みで１部400円、
　　　　　　　　　　　２部700円、３部1,000円）しますので、現金を
　　　　　　　　　　　定額小為替証書に換えて送付してください。
【問合せ】  役場総務課　☎0137-84-5111　

【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
【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

「チーズリゾット」「チーズリゾット」

（１人あたり　236kcal、たんぱく質5.9g、脂質8.9g、炭水化物31.4g、食物繊維0.5g、塩分0.9ｇ）

①　玉葱はみじん切り、パルミジャーノはすりおろしておく。

②　鍋に水と固形スープを入れひと煮立ちさせ、冷めない

　　ようにふたをしておく。

③　鍋にサラダ油を熱して玉葱をいためる。

④　玉葱がしんなりしたら米を入れ、油が全体になじむまで炒める。

⑤　米の表面が透き通ってきたら、②を3～4回に分けて加え、

　　時々混ぜながら煮る。

　　※スープは最初に半分くらい入れ、水気がなくなってきたら足す

　　ふたをしないで煮て、しんが少し残る状態に仕上げる

⑥　バターを入れて溶かし、パルミジャーノを加えて、塩・こしょうで

　　味を調える。刻みパセリを上に散らすと見た目もおしゃれになります。

・米…………………………１カップ
・水…………………………３カップ
・たまねぎ………………80g(1/3個)
・サラダ油…………………大さじ１
・パルミジャーノ………30g（粉チーズでも可）

・固形スープの素………………１個
・バター…………………………15g
・塩・こしょう………………各少々
・パセリ…………………………少々

　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『今金産のお米』を使った「チーズリゾット」
です。

※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」
平成28年度の開設日時のお知らせ平成28年度の開設日時のお知らせ
　平成28年度の年金相談日は右の通りとな

りましたので、お知らせいたします。

　いずれも場所は今金町役場となります。

平成27年度の保険料の納め忘れ平成27年度の保険料の納め忘れ
はありませんか？はありませんか？

　保険料を納め忘れのまま放置すると、『将来の老齢年金』や『万が一の時の

障害年金・遺族年金』が受け取れないなどの不利益をこうむることがあります。

　保険料は必ず納付期限内に納めましょう。

　また、半額免除など保険料の一部免除が承認されている場合も、残りの保険

料を納付しなければ、未納と同様の扱いとなります。

●今からでも免除申請を

　国民年金保険料の免除は、申請時点から２年１ヶ月前までの期間をさかの

ぼって申請することができます。

　失業により保険料の納付が困難な時は、失業がわかる公的機関の証明（離職

票、雇用保険受給資格証の写し等）を添付のうえ国民年金保険料の免除申請を

しましょう。（ただし、失業による免除は失業の日の前月からです。）

●保険料の納め忘れがあるとどうなるの？

　短期間でも納めないとその分、生涯、減額された老齢基礎年金を受け取るこ

とになります。

●　６ヶ月保険料の納め忘れ→年間で約１万円
●　１年間保険料の納め忘れ→年間で約２万円
●　２年間保険料の納め忘れ→年間で約４万円

➊➊平成28年５月26日（木）平成28年５月26日（木）
午前10：30 ～午後３：30まで午前10：30 ～午後３：30まで
➋➋平成28年９月29日（木）平成28年９月29日（木）
午前10：30 ～午後３：30まで午前10：30 ～午後３：30まで
➌➌平成29年１月26日（木）平成29年１月26日（木）
午前９：30 ～午後２：30まで午前９：30 ～午後２：30まで

生涯、
年金が減額
されます
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