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20 水
先勝

◆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

21 木
友引

◆無医地区皮膚科診療（受付）　14:00 ～14:30　としべつ

22 金
先負

◆としべついきいき元気クラブ（実施）10:30 ～11:45 としべつ
◇日本脳炎予防接種（中２、高３～19歳）　　　
　（受付）16:00 ～17:00　今金診療所

23 土
仏滅

天皇誕生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◇町内急患当番医　今金町立国保病院　☎82-0221

24 日
大安

◆日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

25 月
赤口

◆ゆうゆうクラブ（実施）　10:30 ～12:00　あったからんど　　
◇すっきりサークル（ステップコース）

26 火
先勝

27 水
友引

28 木
先負

29 金
仏滅

30 土
大安

31 日
赤口

◇休日当番医　今金町立国保病院　☎82-0221

１月
１ 月

先勝

元日
◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

２ 火
友引

12月
7 木

大安

◆３カ月児健診、１歳６カ月児健診、３歳児健診、５歳児健診
◇すっきりサークル（筋力アップコース）

8 金
赤口

◆としべついきいき元気クラブ（実施）10:30 ～11:45 としべつ

9 土  
先勝

10 日
友引

◆日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

11 月
先負

◆ゆうゆうクラブ（実施）　10:30 ～12:00　あったからんど
◇にこにこ健康広場　13:30 ～15:00　神丘構造改善センター

12 火
仏滅

◆にこにこ健康広場　10:00～11:30　豊田交流センター
◇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（ストレッチコース）

13 水
大安

◆にこにこ健康広場　10:00 ～11:30　種川温泉
◇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１、小３、中２、高３～
　19歳）（受付）15:30 ～15:50　としべつ

14 木
赤口

◆にこにこ健康広場　13:30 ～15:00　八束交流センター
◇２種混合（ジフテリア・破傷風）、第2期予防接種（小６）
　（受付）14:00 ～16:00　岩間医院

15 金
先勝

◆すくすく親子広場（実施）9:45 ～11:30　としべつ
◇いまカフェ（実施）13:30 ～15:00　としべつ

16 土  
友引

★図書室おはなし会「おはなしころりん」拡大版
　クリスマスおはなし会

17 日
先負

◆日曜当番医　道南ロイヤル病院　☎84-5011

18 月
大安

◆秋期健診結果説明会　10:00 ～12:00　としべつ保健センター
◇ゆうゆうクラブ（実施）　10:30 ～12:00　あったからんど

19 火
赤口

◆すっきりサークル（ストレッチコース）

まちの行事予定

【今金町無料法律登記相談】
日　時／12月21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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【ひやま北部法律相談センター相談日のご案内】

日　時／12月８日（金）13:00～16:00
場　所／せたな町民ふれあいプラザ

　　問合せ／せたな町役場総務課　☎0137－84－5111　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【雇用保険受給手続受付日】

日　時／12月20日（水）13:00～16:30
場　所／北檜山職業相談室
問合せ／北檜山職業相談室　☎0137－84－5724

◇各種事業のおしらせ◇

広報いまかね 2017年12月号

①ストレッチ
12/19 昼の部 13:30 ～ 14:30

としべつ
12/12 夜の部 19:00 ～ 20:00

②ステップ 12/25 昼の部 13:30 ～ 14:30

③筋力アップ 12/ ７ 夜の部 19:00 ～ 20:00

としべついきいき元気クラブ 12/ ８、22 10:30 ～11:45 としべつ

す
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り
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３カ月児健診 13:30-13:45 ３歳児健診 13:00-13:15

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

◇健診のおしらせ◇(●実施日：12月７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 種川温泉休憩所 あったからんど
12月29日（金） 通　　 常 通　　常 通常診療 通　　常 通　　常 10:00 ～21:00 10:00 ～22:00
12月30日（土） 閉　 　庁 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 09:00 ～21:00 09:00 ～22:00
12月31日（日） 閉　 　庁 閉　　庁 休日当番 休　　館 休　　館 09:00 ～16:00 09:00 ～16:00
１月１日（月） 閉　 　庁 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 09:00 ～16:00 09:00 ～16:00
１月２日（火） 閉　　 庁 閉　　庁 休日当番 休　　館 休　　館 09:00 ～21:00 10:00 ～22:00
１月３日（水） 閉　　 庁 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 09:00 ～21:00 10:00 ～22:00
１月４日（木） 臨時開庁（注） 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 休　　業 10:00 ～22:00
１月５日（金） 閉　　 庁 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 10:00 ～21:00 10:00 ～22:00
１月６日（土） 閉　　 庁 閉　　庁 休　　診 休　　館 休　　館 09:00 ～21:00 09:00 ～22:00
１月７日（日） 閉　　 庁 閉　　庁 日曜当番 通　　常 通　　常 09:00 ～21:00 09:00 ～22:00

年末・年始の休み状況

（注）臨時開庁する部署は、総務財政課、税務住民課、公営施設課、会計室となります。
　　（開庁時間は、08:30 ～17:15となります。）



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：

光の里

鈴木　（☎ 82-0705）
※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

13

「老齢年金」だけではなく
　「障害補償」「遺族補償」も!!

今金町の食材を使った料理を紹介

☆軟白長ねぎのかき揚げ☆

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

広報いまかね 2017年12月号

【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Ｇ
Ｏ！

【オープン日】12月23日（土）※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
○１回：大人　 120円 中学生以下　   70円　
○シーズン券：60歳以上15,420円  大人18,510円 　
　　　　　　　中学生以下 10,280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。なお、冬期間（12
月～３月）については、小口販売機の営業が平日のみとな
ります。

１町外利用者／小口分水　一般用（20㍑）・100円  大口分水　一般用
（１立米）・610円　業務用（１立米）・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】
長万部町営スキー場オープン！（予定）

　今年度の長万部町営スキー場は12月下旬がオープン予定
です！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】約 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】
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人様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
効能があります。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

　
貝取澗渓谷の雄大な自然にひっそりと抱かれている

「あわび山荘」。格安プランや団体の送迎もありますの
で、是非ご利用ください。
「宴会」「会食」もご相談ください。
【場　所】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

※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。

免除された国民年金保険料の追
納をお勧めします

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、老齢基礎年金の年金額を増額す
ることができます。

保険料の全額又は一部免除等や納付猶予（学生納付特例・
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。

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。

免除等の承認年度 全額免除(円) 半額免除(円)
平成19年度 15,040 7,520

平成20年度 15,160 7,570

平成21年度 15,250 7,620

平成22年度 15,510 7,750

平成23年度 15,290 7,650

平成24年度 15,140 7,570

平成25年度 15,120 7,560

平成26年度 15,270 7,630

●平成29年度中に追納する場合の１か月分保険料額

「追納」で年金を満額に近づけましょう！

※平成26年度の３／４免除追納
額は、11,450円・１／４免除
の追納額は3,810円です。

※保険料免除、若年者納付猶予、
学生納付特例は、前年の所得
を基準としていますので、所
得の申告は忘れずに行ってく
ださい。

【お知らせ】
平成29年度の保険料は
月額16,490円となります。

<作り方>

１．えびは、皮、背わたを取り除き、１センチほどに切り、酒、塩をふっ

　　ておく。

２．軟白ねぎは、１センチの輪切りにする。

３．軟白ねぎを半量に分け、片方にえびを加え、もう片方に納豆を加え、

　　軽く混ぜ合わせる。

４．両方に、片栗粉を小さじ１(分量外)ほど振り入れ、全体にまぶします。

５．衣を作り、４に加える。

６．揚げ油を熱し、1/4量を丸く成形しながらからりと揚げる。

☆軟白ねぎ　１本（約100g）　 〈衣〉
☆　えび　 ４尾　　　　　★薄力粉　50g
　　酒・塩 少々　　　　　★卵　　　1/2個
☆納豆　　 １パック　　　★水　　　50ml
★揚げ油　 適量　　　　  ★塩　　　一つまみ

　今金町で作られている「軟白ねぎ」を使った、かき揚げを２種類ご紹介
します。加熱すると甘みがよりいっそう増し、サクサクとトロッとした食
感を楽しめます。

<材料（４人分）>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１人あたり エネルギー190kcal　たんぱく質7.7g　脂質10.1g　
           炭水化物16.1g　カルシウム36.2g　食物繊維1.9g　塩分0.6g

☆軟白ねぎ　１本（約100g）　 〈衣〉
☆　えび　 ４尾　　　　　★薄力粉　50g
　　酒・塩 少々　　　　　★卵　　　1/2個
☆納豆　　 １パック　　　★水　　　50ml
★揚げ油　 適量　　　　  ★塩　　　一つまみ


