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22 土
大安

23 日
赤口

◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

24 月
先勝

◆ＢＣＧ予防接種（受付)13:00 ～ 13:15　としべつ
◆4種混合1期、3種混合1期、ヒブ、小児肺炎球菌、不活化ポリオ、
麻しん風しん混合1期2期予防接種(受付)13:00 ～ 13:30　としべつ

25 火
友引

◆すっきりサークル(やさしいストレッチ)
◆すっきりサークル(ヨガストレッチ編）

26 水
先負

27 木
仏滅

◆今金町議会総務厚生常任委員会（予定）
◆無医地区皮ふ科診療
(受付)14:00 ～ 14:30　としべつ保健センター
◆いきいき元気クラブ

28 金
大安

◆すっきりサークル（スタート編）

３ 月３ 月
1 土

友引
◆檜山北高等学校卒業証書授与式

２ 日
先負

◆今金町女性文化祭・特別講演会
◇日曜当番医　道南ロイヤル病院　☎84-5011

３ 月
仏滅

◆今金町議会産業教育常任委員会（予定）

４ 火
大安

◆もぐもぐ赤ちゃん教室
（実施）9:45 ～ 12:00　としべつ調理室

５ 水
赤口

◆年金相談（予約者のみ）
◆三種混合2期・ジフテリア・破傷風（小６）
(受付)14:00 ～ 16:00岩間医院

６ 木
先勝

◆すっきりサークル(やさしいパンチ&キック)編
◆すっきりサークル(パンチ&キック編)

７ 金
友引

８ 土
先負

９ 日
仏滅

◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

10 月
大安

◆今金町議会第１回定例会（3/10 ～ 14予定）
◆ＢＣＧ予防接種（受付)13:00 ～ 13:15　としべつ
◆4種混合1期、3種混合1期、ヒブ、小児肺炎球菌、不活化ポリオ、
麻しん風しん混合1期2期予防接種(受付)13:00 ～ 13:30　としべつ

２ 月２ 月
８ 土

先負

９ 日
仏滅

◆第３回いまかね冬リンピック
◇休日当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

10 月
大安

◆一般健康相談　（実施)9:30 ～ 11:30　としべつ
◆ＢＣＧ予防接種（受付)13:00 ～ 13:15　としべつ
◆4種混合1期、3種混合1期、ヒブ、小児肺炎球菌、不活化
ポリオ予防接種(受付)13:00 ～ 13:30　としべつ

11 火
赤口

建国記念の日
◇町内急患当番医 今金町国保病院　☎82-0221

12 水
先勝

◆4種混合1期予防接種(受付)14:00 ～ 16:00　岩間医院
◆すっきりサークル(やさしいストレッチ)
◆すっきりサークル(ヨガストレッチ編）

13 木
友引

◆麻しん風しん混合1期2期予防接種
（受付）14:00 ～ 16:00岩間医院

14 金
先負

◆田代地区　町長とお茶懇（予定）
◆いきいき元気クラブ ◆すっきりサークル（スタート編）
◆三種混合2期・ジフテリア・破傷風（小６）
(受付)16:00 ～ 17:00今金診療所

15 土
仏滅

16 日
大安

◆第24回今金町ふれあいスポーツ交流会
◇日曜当番医　今金町国保病院　   ☎82-0221

17 月
赤口

18 火
先勝

◆国民健康保険運営協議会
◆種川健康相談(実施)10：00 ～ 11：30　種川温泉

19 水
友引

◆すくすく親子広場＆ブックスタート
(実施）9:45 ～ 11:30　としべつ保健センター
◆すっきりサークル（スタート編）

20 木
先負

◆３ヶ月児健診　◆１歳６ヶ月児健診
◆３歳児健診　　◆５歳児健診
◆すっきりサークル(やさしいパンチ&キック)編
◆すっきりサークル(パンチ&キック編)

21 金
仏滅

◆平成26年今金町自治会連合会総会
◆姿勢と歩き方のきほん講座　～ひきしめ～
（実施）13:30 ～ 14:30　町民センター大ホール

まちの行事予定

【せたな町手続案内（裁判所）日程】
日　程／２月20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13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　程／２月13日(木) ９:00 ～ 17:00
　　　／３月12日(水)13:00 ～ 17:00 ／３月13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　℡0137－84－5724
　　　　ハローワーク八雲　℡0137－62－2509

【今金町無料法律登記相談】
日　時／２月13日(木）／３月12日（水）　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

【年金相談日（質問や相談等）のご案内】
日　時／３月５日(水)
　　　　①９:40 ～ 12:00 ②13:00 ～ 14:20
場　所／役場３階会議室
予　約／予約者のみの相談となっております。
問合せ先／役場税務住民課　　℡82－0111

◇健診のお知らせ◇

2/20　●３ヶ月児健診　　（受付）13:00 ～ 13:15　としべつ保健センター

2/20　●１歳６ヶ月児健診（受付）13:30 ～ 13:45　としべつ保健センター

2/20　●３歳児健診　　　（受付）13:15 ～ 13:30　としべつ保健センター

2/20　●５歳児健診　　　（受付）13:00 ～ 13:15　としべつ保健センター

◇すっきりサークルのおしらせ◇

2/5、14、19、28　●スタート編　　　　　　（実施）13:30 ～ 14：30 としべつ保健センター

2/12、25　●やさしいストレッチ編　（実施）13:30 ～ 14：00 としべつ保健センター

2/12、25　●ヨガストレッチ編      （実施）14:10 ～ 14：50 としべつ保健センター

2/20、3/6　●やさしいパンチ＆キック編　（実施）19:00 ～ 19：30 町民センター大ホール

2/20、3/6　●パンチ＆キック編      （実施）19:40 ～ 20：20 町民センター大ホール

◇いきいき元気クラブのおしらせ◇

2/14、27　●いきいき元気クラブ　　（実施）10:30 ～ 11：45 としべつ保健センター

第24回 ふれあい
スポーツ交流会

●とき　２月16日　　●ところ　ピリカ
遺跡ふれあい歩くスキーコース
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◆問合せ先
　保健福祉課　栄養士
　☎82-2780

【長万部町】
長万部町営スキー場オープン！

　１月11日(土)、長万部町営スキー場がオープンしました！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　400～ 500円
【問合せ先】長万部町教育委員会 TEL 01377-2-2748

【八雲町八雲地域】
～愛雪･友雪･親雪ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ～　第27回八雲さむいべや祭り

◎日　時　２月８日(土) 午後５時～午後８時（前夜祭） 
　　　　　　　９日(日) 午前10時～午後３時（本祭）
◎場　所　道立公園噴火湾パノラマパーク
　前夜祭ではワックスキャンドル点灯式、ピアノ・フ
ルートのミニコンサート、親子花火会などを予定。
　本祭では毎年大好評のスノーモービル列車「白熊号」
の運行や、ビンゴ大会、餅まきなどを行います。日本一
に認定された100ｍの氷のすべり台は両日とも開放しま
す！家族や友人など、誘い合ってご来場ください。
◎主　催　八雲さむいべや祭り実行委員会
【問合せ先】八雲町公民館内　℡.0138-63-3131

【八雲町熊石地域】
ひらたない温泉あわびの湯

　平田内川のダイナミックな渓谷を見下ろす、ひらたな
い温泉「あわびの湯」では、大浴場、露天風呂、ジャグ
ジー風呂、サウナをお楽しみいただけます。効能豊かな
温泉で、ゆっくりのんびりお過ごしください。
◎営業時間　午前１１時～午後１０時（年中無休）
◎入 浴 料　大人４５０円、小人２００円
【問合せ先】ひらたない荘　℡.01398-2-3330

【せたな町北檜山区】
改修工事のため２月は休業します『温泉ホテルきたひやま』

　２月１日～28日までの１か月間、「温泉ホテルきたひやま」
の施設改修工事を行います。つきましては、期間中は休業させ
ていただきますので、みなさまにはご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。なお、レストランについ
ては厨房の改修工事が終了次第（２月中旬予定）、営業を再開
しますのでよろしくお願いいたします。
【問合せ先】温泉ホテルきたひやま　℡0137-84-4120

【せたな町瀬棚区】
純米酒「吟子物語」好評発売中！

　新米で醸造した純米酒「吟子物語」が好評発売中です。現
在は、加熱処理をしていない生々バージョンが発売中ですので、
この機会にぜひご賞味ください。「吟子物語」は町内の各酒販
店で購入することができます。また、地方発送も承りますので、
お土産やご贈答にもぜひご利用ください。
◎販売価格（税込）1.8Ｌ 2,500円　720mＬ 1,200円
【問合せ先】せたな町酒販会（事務局／せたな商工会瀬棚支所内）　℡.0137-87-3435

【せたな町大成区】
身も心もあったか！国民宿舎『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」。露天風呂につかりながら心と身体を癒し、地元の旬の
素材をいかした郷土料理でゆったりとリラックスしてみてはい
かがですか。※２月末まで新年会の宴会プランもあります。
詳細はお問合せください！（要予約）
◎場　所　せたな町大成区貝取澗388
◎宿泊料(通常)/大人7,600円、小学生6,060円、幼児1,460円(寝具のご利用のみ)
【問合せ先】国民宿舎あわび山荘　℡.01398-4-5522

国民ねんきん
国民年金保険料を納めましょう！

※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。

平成25年度の保険料の納め忘れ平成25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？

広報

　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、平成25年７月分まで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。

■国民年金後納制度の実施中：平成27年９月まで

　過去10年間に納め忘れた保険料を、後納制度を利用し納付が出来るようにな

りました。

　申込み後送付された納付書の使用期限にご注意ください。

・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

生涯、
年金が減額
されます

 

♪電子レンジ活用レシピ♪♪電子レンジ活用レシピ♪
カルシウムと食物繊維を上手に取りましょうカルシウムと食物繊維を上手に取りましょう
おから入りポテトサラダ（2 ～ 3人分）の作り方おから入りポテトサラダ（2 ～ 3人分）の作り方
【材料】

じゃが芋　　　　　１個

おから(乾)　　　  25ｇ

玉ねぎ（新玉ねぎ）１/４個

きゅうり　　　　　１/３本

にんじん　　　　　１/４本

ハム　　　　　　　１枚

【作り方】

①じゃが芋：皮をむき5ミリの輪切り。

　耐熱皿に並べ水（大さじ２）をかけ

　電子レンジ（500Ｗ）で８分温め潰す。

　にんじん：皮をむき１～２ミリのい

　ちょう切り。耐熱皿に並べ水（大さ

　じ２）をふりかけ電子レンジで５分

　温める。

　おから：電子レンジで2分温める。

　＊油は入れない

　玉ねぎ：皮をむき繊維に沿って薄切

　りに切り水にさらす。

　きゅうり：筋のように皮をむき輪切

　り。

　ハム：1枚を16個に切る。

②　①の具と砂糖、塩（ア）を混ぜ合

　わせる。

③　ビニール袋にマヨネーズ、ヨーグ

　ルト、油、粉チーズを入れ、よく混

　ぜる。

④　③に②を入れ混ぜ、最後に塩（イ）、

　こしょうで味を調えて出来上がり。

〈調味料〉
マヨネーズ　　　　大さじ３
ヨーグルト（無糖）大さじ３
砂糖　　　　　　　小さじ1/ ２
塩(ア)具材と最初に和える用：ひとつまみ
　(イ)仕上げに味を調える用：少々
オリーブオイル　　小さじ1/4
粉チーズ　　　　　小さじ1
こしょう　　　　　少々

【ヨーグルト】
 骨粗鬆症予防に効果のあるカルシウムが豊富。マヨネー
 ズに加えてコレステロール、カロリーを抑える。
【おから】
 良質なタンパク質と食物繊維をたくさん含み便秘を予

 防する。

p10_11.indd2014.2ver3.indd   11 2014/02/04   10:29:31


