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22 土
大安

◆認定こども園いまかね卒園式

23 日
赤口

◇日曜当番医　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

◆いきいき元気クラブ
◆すっきりサークル（スタート編）

27 木
仏滅

◆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)

28 金
大安

29 土
赤口

30 日
先勝

◇日曜当番医　今金町国保病院　  ☎82-0221

31 月
先負

◆すっきりサークル（スタート編）

４ 月４ 月
１ 火

仏滅

２ 水
大安

３ 木
赤口

４ 金
先勝

５ 土
友引

６ 日
先負

◇日曜当番医　せたな町立国保病院　☎84-5321

７ 月
仏滅

◆種川小学校・今金小学校入学式

８ 火
大安

◆今金中学校入学式
◆認定こども園いまかね入園式

３ 月３ 月
８ 土

先負

９ 日
仏滅

◇日曜当番医　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 ～ 3/14予定）
◆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

◆種川健康相談（実施）10:00 ～ 11:30　種川温泉
◆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）

12 水
先勝

◆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
◆4種混合（受付）14:00 ～ 16:00　岩間医院
◆すっきりサークル（スタート編）

13 木
友引

◆姿勢と歩き方のきほん講座～腰痛予防～
（実施）13:30 ～ 14:30町民センター大ホール
◆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

◆今金中学校卒業式　◆いきいき元気クラブ
◆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

◇日曜当番医　今金町国保病院　   ☎82-0221

17 月
赤口

すっきりサークル（スタート編）

18 火
先勝

◆種川小学校卒業式　◆姿勢と歩き方のきほん
講座（実施）13:30 ～ 14:30　総合体育館

19 水
友引

◆町民保健医療講演会（仮）
（実施）10:00 ～ 12:30　町民センター大ホール

20 木
先負

◆今金小学校卒業式　　◆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

春分の日
◇町内急患当番医 今金町国保病院　☎82-0221

まちの行事予定

【せたな町手続案内（裁判所）日程】
日　程／４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／４月10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／３月12日(水)13:00 ～ 17:00 ／３月13日(木)９:00 ～ 12:00
　　　／４月９日(水)13:00 ～ 17:00 ／４月10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／３月12日(水）／４月17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

◇健診のおしらせ◇

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

3/20　●１歳６ヶ月児健診（受付）13:30 ～ 13:45　としべつ保健センター

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

3/20　●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◇

3/12、17、26、31　●スタート編　　　　　　（実施）13:30 ～ 14：30 としべつ保健センター

3/11、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

3/11、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

3/20、27 　●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

3/20、27 　●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◇

3/14、26　●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

栗城史多ふるさと講演会
講演テーマ　『あきらめない』
日時　平成26年３月16日（日）
開場　13：30（開演14：00）
会場　今金町民センター
問合せ　役場まちづくり推進課

ピリカで素敵なひとときを！
　雄大な自然に囲まれたクア
プラザ・ピリカで安らぎのひ
と時をお過ごししませんか？
　無料入浴、送迎バス付きで

ゆったり安心のご宴会プラン 
(送迎可・要相談)もご用意し
ており、季節に応じた料理で
お客様をおもてなします。
【問合せ先】
クアプラザピリカ ☎83-7111

　　　※　ピリカスキー場の営業は３月９日まで（予定）となっています。
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◆問合せ先
　保健福祉課　栄養士
　☎82-2780

【長万部町】
第5回素人そば打ち段位認定道南大会

　全国麺類文化地域間交流推進協議会（全麺協）が定め
る「素人そば打ち段位認定制度」の規定に基づき、｢初
段位・二段位」の認定大会として開催されます！団体戦
や名人戦も開催され、見応え十分です！ぜひご来場くだ
さい！　
◎日　　時　３月８日(土)～９日(日)両日午前９時から
◎場　　所　長万部町福祉センター
◎入 場 料　無料
【問合せ先】長万部手打ちそばサークル（白内拓郎）TEL.090-8899-3615

【八雲町八雲地域】
子どもが喜ぶ八雲の体験メニュー！！
農畜産物の加工体験をしてみませんか？

「酪農の町・八雲」の乳製品を使った、チーズやバター、
アイスクリームの手作り体験をしてみませんか？その他
にもソーセージの手作り体験も行えますので、ぜひご利
用ください。事前に予約が必要です。
◎費　　用　　施設使用料、体験メニュー材料費、
　　　　　　　インストラクター代がかかります。
※体験メニューや参加人数によって費用が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【問合せ先】八雲町役場農林課農業振興係 TEL.0137-62-2111

【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　TEL.01398-2-3330

【せたな町北檜山区】
3月1日から温泉宿泊業務再開（予定）『温泉ホテルきたひやま』

　施設改修工事のため休業していた「温泉ホテルきたひ
やま」の温泉宿泊業務を３月１日（土）より再開する予
定です。なお、工事の進捗状況により再開日程が変更と
なる場合もありますので、３月上旬ご利用の際はあらか
じめお問い合わせください。
　また、レストランおよび宴会業務については２月15日
（土）より再開しておりますのでご利用よろしくお願い
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】
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　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３６０円、中人１４０円、小人７０円
【問合せ先】やすらぎ館　℡.0137-87-3841

【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」。２月・３月宿泊いただいたお客様の中か
ら、地場産物セットが毎月５名様に当たる特典が付いて
おります。また、４月中旬まで歓送迎会プランも実施し
ておりますので、電話にてご相談ください。無料送迎も
しておりますのでお気軽にどうぞ！
◎場　　所　せたな町大成区貝取澗
◎宿 泊 料　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。

国民年金保険料の納め方と国民年金保険料の納め方と
４月からの改正４月からの改正

広報

○平成26年度の保険料額のお知らせ

・定額保険料　月額　15,250円

・付加保険料　月額　　　400円(希望者)

　納めた保険料は、年末調整や確定申

告のときに申告をすると、全額が社会

保険料控除の対象となります。

～お知らせ～

◎障害年金受給等で法定免除を受けている方へ

　平成26年４月からは、法定免除の期

間であっても、保険料を通常納付でき

る「納付申出制度」がはじまります。

◎免除申請の受付が４月から変わります

　申請時点の２年１ヶ月前の月分まで

申請できるようになります。

○保険料の納付方法

１．納付書（現金）で納付

　日本年金機構から送付される納付

書で納めます。

２．口座振替で納付

　通常の口座振替の振替日は翌月末

日ですが、当月末日振替にすると

１ヶ月50円割引があります。

３．前納で納付

　前納とは、その年度の１年分、６ヶ

月または一定期間分の保険料を前

もってまとめて納めることです。

　また平成26年２月からは、２年前

納も出来るようになりました。口座

振替による前納なら「納付書での前

納」より割引額が多くお得です。

♪電子レンジ活用レシピ♪♪電子レンジ活用レシピ♪
『『野野

や さ いや さ い

菜菜がが好好
すす

きになるきになる蒸蒸
むむ

しパンしパン』』

①・米粉、ベーキングパウダー、砂糖は

　　合わせてふるっておく。

　・ボウルに豆乳、サラダ油を入れ混ぜ

　　合わせ、これを２つ作る。

②　野菜(ほうれん草)の下ごしらえ水洗

　い後茹でる。茎は包丁で細かく刻み葉

　はすり潰す。　　

③　①のボウルにほうれん草を入れ、混

　ぜ合わせる。

＊固さの目安はヨーグルト。滑らかにな

　るまで混ぜ、固い場合は豆乳を足す。

④　電子レンジ対応の紙カップに生地を

　カップの７分目まで流し入れる。

⑤　チーズを型抜きでくり抜く。

　　ごまを生地の上からふりかける。

⑥　電子レンジ（500W）で２分30秒温め

　る。　（蒸し器：湯気があがってきたら

　並べ入れ、中火で10 ～ 15分程蒸す。）

⑦　出来上がった蒸しパンの上にお好み

　で型抜きをしたチーズをのせる。

　

　　器に盛り付けて出来上がり。

　保険料は、20歳から60歳になるまでの40年間納めます。

保険料は、翌月末日（納付期限）までに納付します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３～４㎝の直径の大きさで１０個分）（３～４㎝の直径の大きさで１０個分）

今回はお子さんの苦手な食べ物で多い野菜克服レシピです。

粉ふるいでシャカシャカ
ふってみましょう！

一緒にゴリゴリ
すり潰してみましょう！

●材　料●材　料

●作り方●作り方

ほうれん草：鉄分が豊富で豆乳等の大豆製品と一緒に食べる
　　　　　　ことで吸収率が上がり貧血を予防します。
に ん じ ん：β―カロテンが豊富で活性酸素の働きを抑え、
　　　　　　がん予防や老化予防に効果があります。
米　　　粉：米を粉末状にした粉です。和菓子、パンやケー
　　　　　　キと様々な食べ物の材料になります。油の吸収
　　　　　　率が小麦粉より低く、天ぷらの衣にするとカロ
　　　　　　リーを控えることができます。

エネルギー 66kcal
脂質       1.5ｇ
炭水化物    12ｇ
カルシウム  21ｇ
食塩       0.1ｇ
食物繊維   0.2ｇ

☆1個分の栄養価☆

【ほうれん草の蒸しパン】
　ほうれん草･･･ 30g
　調整豆乳　･･･150mℓ
　米粉　　　･･･100g

ベーキングパウダー
　   ･･･小さじ１強（6g）
砂糖　　･･･30g
サラダ油･･･10mℓ（小さじ2）

卵・牛乳・小麦粉
を使わない蒸しパ
ンです!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

p10_11.indd2014.3 ver2.indd   11 2014/03/03   18:08:11


