
厚岸町公式キャラクター
「うみえもん」

6月17日、厚岸翔洋
高校3年生が、マグロの
解体実習を行ったでござる！
生産コースの生徒が長期乗船
実習で漁獲したキハダマグロ
を解体し、18日には調理実習
も行い、刺身やなめろう
などに調理したでご
ざるよ～！



今後も、ふるさと納税の対象として指定を受けられるよう、
総務省が示す基準を守りながら、ふるさと納税を通して厚岸
町の魅力を全国に発信し、厚岸町のファンの獲得に繋げてい
きます。

指定の期間　令和2年10月 1日 から 令和3年9月30日 

厚岸町は、ふるさと納税の基準に適合しており、総務大臣の
指定を受けています。 ●問い合わせ／観光係
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40,615万円
26,206件

36,006万円
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46,575万円
23,007件

平成30年度 令和元年度 令和2年度

寄附金額の推移

合 計

　保健福祉の向上に関する事業

　地域産業の振興に関する事業

　教育振興に関する事業

　環境対策に関する事業     

　観光振興に関する事業               

　防災対策に関する事業              

8,938万円

4,304万円

1,795万円

1,350万円

850万円

763万円

18,000万円

1,109円（基金運用利息分）

170,000,000円
（令和2年4月～12月寄附分）

9,146,000円
（令和2年1月～3月寄附分）

11,063,433円

【基金残高内訳】

令和2年度基金積立額
179,147,109円

令和元年度基金残額
11,063,433円

　厚岸町の魅力を全国に発信するため
平成28年6月から、厚岸町にふるさと
納税をした人へ厚岸町の特産品などを
返礼品として贈る『ふるさと納税返礼
品制度』を開始しました。
　開始5年目となった令和2年度は、
より多くの人に関心を持ってもらうた
め、返礼品の拡充や各種イベントでの
ＰＲを継続するとともに、ＳＮＳでの
ＰＲを強化しました。その結果、1万9741人の人から、総額4億6575万円の寄附が寄せられま
した。
　ふるさと納税でいただいた寄附金は『厚岸町ふるさと納税基金』に積み立てし、適正に管理しな
がら、寄附者の意向に沿った使い道で活用していきます。

町の財源と
なる収入
50％

返礼品（送料含む）
36％

委託料・手数料
賃借料等　14％

寄附者意向別件数・金額

指定なし（厚岸町の発展のために
町長が必要と認める事業） 

保健福祉の向上に関する事業

地域産業の振興に関する事業

教育振興に関する事業 

環境対策に関する事業 

観光振興に関する事業

防災対策に関する事業 

　　　　　合　計

9,621件

4,993件

3,469件

1,979件

1,399件

894件

652件

23,007件

183,755,000円

103,600,000円

75,374,000円

42,064,677円

29,439,000円

18,522,000円

12,993,000円

465,747,677円

　寄附金から返礼品等の諸経費を差し引いた額（＝町の財源とな
る収入）を『厚岸町ふるさと納税基金』に積み立て、適正に管理し
ながら、寄附者の意向を反映した施策に活用していきます。
　令和3年度は、厚岸町ふるさと納税基金1億8000万円を、次
の事業に活用する予定です。

・新たな特産品開発への助成  など

・自主防災組織活動への助成
・総合ハザードマップ作成  など

・保育所の遊具購入
・幼稚園等の給食費助成  など

・水源かん養林用地購入費  など

・町内小中学校の修学旅行費の助成
・教材購入に係る保護者負担の軽減  など

・水産増養殖調査研究
・新規就農者誘致奨励費  など

●

●

●

●

厚岸町への応援メッセージ

寄附金の使い道について

基金残額・取崩額

令和3年度ふるさと納税基金活用予定事業



図１ 厚岸町津波浸水予測図

●

　厚 岸 浄 水 場
（2階床高13ｍ）

実績推計
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（百万円） 表３ 企業債残高
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後期高齢者医療制度のお知らせ
～保険証（被保険者証）の一斉更新について～

保険証が新しくなります

減額認定証と限度証も新しくなります

● 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の交付対象は、次の区
　 分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する人です

区 分 Ⅱ

区 分 Ⅰ

世帯全員が住民税非課税である人のうち、次のいずれかに該当
する人
・世帯全員の所得が0円の人
（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の人）
・老齢福祉年金を受給している人

世帯全員が住民税非課税で、区分Ⅰに該当しない人

○町民課保険医療係【問い合わせ】 ○北海道後期高齢者医療広域連合☎011－290－5601

　現在、皆さんが使用している減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）と限度証（限度額適用
認定証）も有効期限が令和3年7月31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
　新しい減額認定証と限度証の有効期限は、保険証と同じく令和4年7月31日までです。
　引き続き交付対象に該当する人は、7月中に新しい減額認定証または限度証を郵送しますので、8月
1日からは橙色の減額認定証と限度証を使用してください。新たに必要となる
人は、下記の交付要件に該当することを確認のうえ、町民課保険医療係へ申請
してください。
　なお、有効期限を過ぎた減額認定証と限度証については、ご自身で処分する
か、町民課保険医療係に返却してください。

●新しい保険証の有効期限は、令和4年7月31日までです
●紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民課
     保険医療係まで申し出てください

現在、皆さんが使用している保険証（被保険者証）の有効期限が令和3年7月
31日をもって満了となるため、8月以降は使用できなくなります。
7月中に新しい保険証を郵送しますので、お手元に届きましたら、黄緑色の

保険証を使用してください。有効期限を過ぎた保険証については、ご自身で処
分するか、町民課保険医療係に返却してください。

新しい後期高齢者
医療被保険者証

新しい減額認定証

新 し い 限 度 証

現役並みⅡ

現役並みⅠ
3割負担の人のうち、住民税の課税所得が380万円未満の被保
険者の人、または、その人と同一世帯にいる被保険者の人

3割負担の人のうち、住民税の課税所得が380万円以上690万
円未満の被保険者の人、または、その人と同一世帯にいる被保
険者の人

● 限度証（限度額適用認定証）の交付対象は、次の現役並みⅠまたは現役並
　 みⅡに該当する人です

橙色橙　色
だいだい

橙　色
だいだい

黄緑色



国民年金保険料の納付が困難なときは

本人、世帯主、配偶者の前年所得がそれぞれ一定額以下または失業などで収入が少なく、保険料の納
付が困難な場合、申請することによって保険料が全額免除または一部納付（免除）となる制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除

経済的理由または失業などで国民年金保険料の
納付が困難な場合、保険料が免除または猶予さ
れる制度があります。

　新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合は、臨時
特例措置として所得見込額を用いた免除・猶予、学生納付特例申請ができます

【申請に必要なもの】
令和3年7月時点での申請対象期間

特例免除について　～失業された人の所得審査が除外されます～

保険料納付猶予制度（50歳未満の人）

国民年金保険料免除制度

50歳未満の人で、本人・配偶者（世帯主の所得審査はありません）の前年所得がそれぞれ一定額以下ま
たは失業などで保険料の納付が困難な場合、申請することによって納付が猶予される制度です。

①令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症
　の影響により収入が減少したこと
②令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年
    中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除
    等に該当する水準になることが見込まれること

令和2年2月分以降の国民年金保険料

・平成30年度（令和元年6月分）
・令和元年度（令和元年7月 ～ 令和2年6月分）
　・令和 2年度（令和 2年7月 ～ 令和3年6月分）
　・令和 3年度（令和 3年7月 ～ 令和4年6月分、受け付けは、
　　令和 3年 7 月 1日から）
　※申請日より原則2年1カ月までしか、さかのぼって申請でき
　　ません（8月になると、平成30年度の免除申請はできません）

【申請・問い合わせ】
　 町民課保険医療係
　 釧路年金事務所 ☎ 0154－22－5810

特例免除は、保険料免除、納付猶予および学生納付特例申請をする年度または前年度において、退職
（失業）の事実がある場合に失業された人の所得を除外して審査を行い、保険料の納付を免除または猶予
します。
※本人が失業された場合でも、配偶者・世帯主に一定以上の所得があるときは、免除が認められない場
　合があります
※配偶者・世帯主が退職（失業）された場合は、配偶者・世帯主の所得審査も審査対象から除外します

① 年金手帳または、
     年金番号もしくは
     個人番号のわかる
     もの
② 失業などを理由にする場合は、
     雇用保険受給資格者証や離職票
     など

【申請に必要なもの】

① 年金手帳または、年金番号もしくは個人番
     号のわかるもの
② 所得の申立書
（町民課保険医療係、釧路年金事務所に様

      式があります）
③ 学生証のコピー
   （学生納付特例申請の場合）

要件（①と②のいずれにも該当する場合）

申請対象期間



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

●

マイナンバーカードの
臨時交付窓口を開設します！

●日時／平日9時から16時45分まで
　　　 7月10日（土）13時から16時まで
　　　 7月25日（日）9時から16時まで
●場所／役場1階町民課（お客さま窓口）
●必要なもの
▷本人確認書類（運転免許証など顔写真の付いたも
のは1点、保険証や学生証などは2点以上必要）
▷個人番号カード交付申請書（紛失等の場合はお申
し出ください）
▷通知カードや住民基本台帳カード（マイナンバー
カード申請した日に返納する人のみ）
※申請には本人がお越しください。本人が15歳未満
の人や成年被後見人は、その法定代理人（親権者）も
一緒に同行してください。（同行する人の本人確認
書類も必要です）
※受け取りまでに1カ月ほどかかります

●日時／7月10日（土）13時から16時まで
　　　 7月25日（日）9時から16時まで
●場所／役場1階町民課（お客さま窓口）
●必要なもの
▷送付されたハガキ　▷通知カード（お持ちの人のみ）
▷本人確認書類（運転免許証など顔写真の付いたもの
は1点、保険証や学生証などは2点以上必要）
※受け取りには本人がお越しください。本人が15歳未
満の人や成年被後見人は、その法定代理人（親権者）も
一緒に同行してください。（同行する人の本人確認書
類も必要です）

●問い合わせ／窓口サービス係（お客さま窓口）

マイナンバーカードを申請後、役場より受取案内のハ
ガキが届いた人で、平日、役場へカードを取りに来る
ことができない人を対象に、下記の日程で臨時の交付
窓口を開設します。

マイナンバーカード
申請サポート実施中

職員が申請を
サポート
します

顔写真撮影
無料
サービス

申請は
無料

【2階　団員詰所（一時避難場所）】
消防団活動で使用する
団員詰所と大規模災害
時に避難者を一時的に
受け入れするための避
難対応スペースで構成
されています。

【1階　車両車庫】
第一分団が運用している消防車3台
が配置されています。また、予備の
救急車1台を収容しており、厚岸大
橋が寸断されるような大規模災害時
は、湖南地区在住の職員が運用して
対応することも可能です。



【7月21日（水）】 19時から19時30分 (上映時間約20分）

  全天周番組『手ぶくろを買いに』
「ごんぎつね」で有名な新美南吉の児童文学の人気
作の一つです。優しく美しい映像をドーム全体で体
感できます。幼児向けですが、大人も楽しめます

【7月16日（金）】19時から19時35分 (上映時間約30分）

  一般向け番組『夏の夜空と天の川～はやぶさ物語～』
夏の星座解説と、小惑星「リュウグウ」から岩石
を持ち帰った小惑星探査機「はやぶさ」の番組です

会場／海事記念館プラネタリウム室
定員／各回40人（申し込み不要）、中学生以下は保護者同伴①低学年・幼児向け『夏の星座と七夕物語』

② 一般『夏の夜空と天の川～アイヌ民族星ものがたり（夏）～』
③ 一般『夏の夜空と天の川～はやぶさ物語～』
④ 全天周番組『ユニバース～宇宙へ～』
⑤ 全天周番組『手ぶくろを買いに』※幼児向け
⑥ 全天周番組『カムィからの教え～漁を伝える曳き網の星～』

【プラネタリウム番組 7月22日から8月17日】
　※この期間の休館日は7月26日、8月2日、8月10日、8月16日

15:30       ②　 　③　　 ②　　 ③　 　②　　 ③  

火　　 水 　　木　 　金　　 土　 日・祝
11:00       ①　　 ①　　  ①         ①        ①　  ①  
13:30       ⑥　　 ⑥ 　　 ⑥　　 ⑥ 　    ⑥　　 ⑥
14:30       ④　 　⑤　　 ④　　 ⑤　 　④　　 ⑤  

町内小中学校が夏休みの間、プラネタリウムの
投影時間が変わります
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　応募されたメッセージは、8月6日に開催予
定のプラネタリウム夜間投影（低学年・幼児向
け番組『夏の星座と七夕物語』）で紹介します。
　応募方法／メッセージを50文字以内、ペンネームを記載し、
　　　　　　メール（k-kaiji@akkeshi-town.jp）、ＦＡＸ（52-
　　　　　　4040）、郵送（〒088-1151 厚岸町真栄3丁
　　　　　 目4番地）、海事記念館の窓口に提出
　締め切り／7月30日（金）

北海道大学北方生物圏フィールド科学セン
ター厚岸臨海実験所と共催で、体験学習セミ
ナーを開催します。国指定天然記念物大黒島
海鳥繁殖地での観察会を通して、ゼニガタア
ザラシやオオセグロカモメなど、野生動物に
対する知識を深め、天然記念物の保護保存の
重要性について学びましょう。
●日　　時 8月7日（土）8時から12時
　　　　　（悪天候時は中止）
●集合場所　海事記念館
●参  加  料　200円（保険料）
●対　　象　町内に住んでいる
　　　　　　小学4年生以上の人
●定　　員　先着10人
●募集期間 7月20日（火）から30日（金）
●申し込み　海事記念館

海事海事 記念館
通　信
記念館

http://edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/kaiji
問い合わせ　☎52-4040
http://edu.town.akkeshi.hokkaido.jp/kaiji
問い合わせ　☎52-4040

通　信



厚岸町が『北海道179市町村応援大使』に選定されたことを受け、現在、役場1階町民ホ
ールにて、北海道日本ハムファイターズグッズを展示しています。厚岸町の応援大使であ
る、清水優心選手、石井一成選手、ブライアン・ロドリゲス選手の等身大パネルやサイン
入りユニフォームなどを展示していますので、役場へお越しの際は、是非ご覧ください。
　引き続き、みんなでファイターズを応援しましょう！
●展示期間／令和3年12月まで

　令和4年度の釧路管内町村の一般事務職員の採用資格試
験（短大・専門学校・高校卒）を行います。

●厚岸町の採用予定／一般事務職、短大・専門学校・高校卒3人（卒業見込みを含む）
●受験資格／平成10年 4月2日から平成16年 4月1日までに生まれた人
●試験日・場所／▽第1次試験＝9月19日（日）、釧路町公民館
　　　　　　　　▽第2次試験＝11月以降に各町村役場で実施予定
●申込方法／役場総務課に備えてあ
る申込書に必要事項を記入して持参
または郵送
●受付期間／7月1日（木）から8月
2日（月）（当日消印有効）
●問い合わせ／総務課職員係



Information
活動場所：社会福祉センター和室　ほか
活動日時：毎月第2火曜日、19時から20時
問い合わせ：事務局 福田美樹夫さん☎52－6871



問い合わせ

生涯学習係
67-7700

問い合わせ

環境衛生係

問い合わせ

管理維持係

問い合わせ

廃棄物対策係

121115
11

62

12

16

※『雑紙』とは、名刺サイズ以上の紙マークのついている紙類（ティッシ
　ュやお菓子などの空き箱、紙袋、包装紙など）で、汚れのついていな
　いものです

大きさをそろえて
十字にしばるか、袋に入れる

袋に入れる

大きさをそろえて
十字にしばる

新聞用紙、コピー用紙

菓子箱、書籍

段ボール、板紙

トイレットペーパー

段ボール

主なリサイクル品出し方種類

新聞紙・チラシ

雑誌・書籍

雑紙

紙パック

段ボール

●紙ごみの種類と出し方



厚岸町白浜4丁目30番地　☎0153-52-2150

☆厚岸味覚ターミナル コンキリエ 様　☆野呂田商店 様（宮園）　
☆厚岸漁業協同組合直売所 様　　　　 ☆黒田商店 様（松葉）
☆セブンイレブン白浜店 様                      ☆酒井商店 様（松葉）
☆ナリテツ事務所（白浜）※のぼりが目印

☆厚岸味覚ターミナル コンキリエ 様　☆野呂田商店 様（宮園）
☆厚岸漁業協同組合直売所 様                  ☆黒田商店 様（松葉）
☆セブンイレブン白浜店 様                      ☆酒井商店 様（松葉）
☆ナリテツ事務所（白浜）※のぼりが目印

   ☆  お  知  ら  せ  ☆
ナリテツ事務所特典のスタンプカード押印は、終了しました。
貯まったスタンプカードの使用については、無期限です。
2021年4月1日より あやめスタンプ発行中!!

厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています厚岸産レタス・サラダほうれん草を町内で販売しています

問い合わせ
障がい福祉係
53-3333

問い合わせ
保険医療係

13

20

26

20

●町道民税・固定資産税・
　都市計画税 【第2期】

●国民健康保険税
（普通徴収） 【第1期】

●後期高齢者医療保険料
（普通徴収）　【第1期】

●介護保険料（普通徴収）
　　　　　　 【第1期】

●問い合わせ／収納係

令和3年6月から、夜間納
税窓口を電話による予約制
に変更しました。納税相談
等を希望する人で日中に来
庁できない人は、事前に電
話で日時を指定したうえで
役場税務課へ来庁をお願い
します。町税などの納付は
コンビニエンスストアでも
できますので、ご利用くだ
さい。納税には便利な口座
振替をお勧めします。

今月の税の納期



問い合わせ

自治振興係

問い合わせ

健康推進係
53-3333

問い合わせ

子育て施策推進係
53-3333

問い合わせ

政策調整係

問い合わせ

健康推進係
53-3333

10

15

2635

31

15

18

28



138,000円

114,000円

88,000円

76,000円

64,000円

51,000円

124,000円

100,000円

74,000円

62,000円

50,000円

37,000円

14,000円

なし

なし

便所2基便所2基 便所1基便所1基

水洗化・排水設備
改造工事同時施工

水洗化・排水設備
改造工事同時施工

返済方法

返済月数

貸付金限度額

元金均等月賦償還とし、貸し付けの翌月から返済

50月以内36月以内14月以内

便所1基＋排水設備
600,000円以内

便所2基＋排水設備
1,032,000円以内

便所1基につき
432,000円以内

【限度額：2基まで864,000円以内】

1戸につき
168,000円以内

種別 水洗化改造工事

水洗化改造工事

1戸

排水設備改造工事

排水設備改造工事供用開始の日から
工事を行うまでの

期間

1年以内

1年を超え2年以内

2年を超え3年以内

　下水道の供用区域内に家屋を所有している人は、供用開始から3年以内にトイレを水洗化

することが法令や条例で定められていますので、早めの工事をお願いします。

　町では、供用開始の日から、表1の期間内に自己資金で水洗化等の改造工事をした人に、

補助金を交付します。

　また、表1の補助金交付制度を利用しない場合は、表2のとおり無利子で資金をお貸しします。

　この２つの助成制度については、水道課業務係にご相談ください。

トイレの水洗化には、町の助成制度をご活用ください
　　　●問い合わせ／業務係

表2　水洗化等改造工事資金貸付制度

表1　水洗化等改造工事補助金交付制度



試験日受付期間受験資格

18歳以上33歳未満の人

22

種目

7月1日（木）
～9月9日（木）

7月1日（木）
～9月6日（月）

年間を通じて
行っています

9月20日（月・祝）

9月16日（木）、17日（金）
いずれか1日

9月22日（水）、
23日（木・祝）、24日（金）

いずれか1日

航空学生

一般曹候補生
（男子・女子）

自衛官候補生
（男子・女子）

航空自衛隊18歳以上21歳未満

海上自衛隊18歳以上23歳未満

※『警戒レベル3』は、高齢者等以外の人も必要に応じ避難の準備をしたり、危険を感じ
たら自主的に避難するタイミングです

　避難情報の伝え方が、次のとおり変わりました。
（1）警戒レベル５『災害発生情報』は『緊急安全確保』に変更されました
（2）警戒レベル４『避難勧告』は廃止され、『避難指示』に一本化されました
（3）警戒レベル３『避難準備・高齢者等避難開始』は『高齢者等避難』に変更されました
　今後は、町から『警戒レベル4　避難指示』が発令された場合は、危険な場所から必ず
全員避難しましょう。
ご高齢の人や障がいのある人、妊産婦の人など、避難に時間がかかると思われる人は、
町から『警戒レベル3　高齢者等避難』が発令されたら、避難行動を開始しましょう。
　なお、各避難場所は町ホームページに掲載しています。

1

2

3

4

5 災害発生
または切迫

災害の
おそれ高い

今後気象状況
悪化のおそれ

気象状況悪化

災害の
おそれあり

　災害への心構えを高める

自らの避難行動を確認

危険な場所から高齢者等は避難

危険な場所から全員避難！

早期注意情報
（気象庁が発表）

大雨・洪水・
高潮注意報

（気象庁が発表）

高齢者等避難
（町が発令）

避難指示
（町が発令）

緊急安全確保
（町が発令）

命の危険　直ちに安全確保！

警戒レベル 4 までに必ず避難！《　　　　　　　　　　　　　　　》警戒レベル 4 までに必ず避難！



■先月号のクイズの答え　　
　①＝ア（ヘルメット）　②＝イ（28.8％）
　③＝イ（8,962人）

①令和2年度の厚岸町ふるさと納税の寄附件数は
何件か（ヒントは2㌻）
ア＝26,206件　イ＝19,590件　ウ＝23,007件

②マイナンバーカードの臨時交付窓口は7月10日
といつか（ヒントは10㌻）
ア＝7月11日　イ＝7月25日　ウ＝7月30日

③ひとり歩き（徘徊）高齢者早期発見反射ステッカ
ーの問い合わせ先は（ヒントは22㌻）
ア＝地域包括支援センター　イ＝地域活動支援セ
ンター　ウ＝子育て支援センター

問い合わせ

木工センター
52-3451
林政係

31

30

15

30

65



　ごみを捨てた後は、石鹸を使
　って流水で手をよく洗いまし
　ょう。

※万が一、ごみが袋の外に触れ
　た場合は、二重にごみ袋に入
　れてください。

　マスク等のごみに直接触れる
　ことがないよう、しっかりし
　ばります。

　ごみ箱にごみ袋をかぶせます。
　いっぱいになる前に、早めに
　②のとおりごみ袋をしばって
　封をしましょう。

　鼻水等が付着したマスクやティッシュ等のごみを
捨てる際は、以下の『ごみの捨て方』に沿って、『ご
みに直接触れない』『ごみ袋はしっかりしばって封
をする』、そして『ごみを捨てた後は手を洗う』こと
を心がけましょう。

●問い合わせ／廃棄物対策係

　国内では変異株ウイルスがまん延しており、従来よりも若い年代でも重症化する人が増えるなど深刻な
状況です。感染経路が特定できない症例も多く、患者数が増加する中、医療提供体制がひっ迫している地
域もあります。厚岸町内においては高齢者の方から順次、新型コロナウイルスワ
クチン接種を実施しており、少しずつ対策が進んでおりますが、今一度町民の皆
さんへ、感染予防のご協力をお願いいたします。

　・手洗いの実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・共有スペースの消毒
　・体温計測など、体調の確認　　　　　　　　　　　　　　・人と人との距離を保つこと
　・感染対策がとられていない飲食店では飲食をしない　　　・体調が悪い時は無理せず休むこと
　・外出する際はマスクを着用する

　誰もが感染する可能性があります。町民全員が健康に暮らせるよう、感染予防対策にご協力をお願いい
たします。                                                                                                        
●問い合わせ／健康推進係☎53-3333

厚岸町公式ホーム
ページで、新型コロ
ナウイルス感染症に
関する情報を公開し
ています。スマート
フォンからもご覧に
なれますので、ご活
用ください。
●問い合わせ／広報
統計係

町では、現在65歳以上の人を対象とした新型コロ
ナワクチン接種を実施しています。
　接種の希望があり、寝たきり等心身の障がいによ
り接種会場（病院やあみか、社会福祉センター等）に
来ることが難しい場合は、医師の訪問による在宅で
の接種を予定しています。希望する人は、新型コロ
ナワクチン接種対策室までご相談ください。
●問い合わせ／新型コロナワクチン接種対策室
　　　　　　　☎53-3340

SOCIAL
DISTANCE

▼ホームページ画面





夏休み読書推進事業
『本の森夏休みお楽しみウィークリー』

   館内クイズ（厚岸の自然）
厚岸の自然に関するクイズに挑戦してみませんか。
正解者には、うみえもんグッズや雑誌の付録などプ
レゼントを用意しています。また、ヒントになる本
の展示もしています。
●期間／7月27日（火）から8月11日（水）
●場所／情報館本館

   おはなし会と工作会
大黒自然研究会が制作した絵本『かもめさんかもめ
さんどうしたの』などの読み聞かせや工作会です。
●日時／
①7月28日（水）
　　おはなし会／10時15分から10時35分
　　工作会『折り紙でリース作り』／
　　10時40分から12時
②7月31日（土）
　　おはなし会／10時15分から10時35分
　　工作会『紙コップで的あてゲーム』／10時40分か
　　ら12時
●工作会定員／各15人（受付先着順）
●場所／情報館2階ギャラリー・会議室
●申し込み／情報館本館・分館カウンター、☎52－
　2246（情報館本館）

夏休み映画会

   第2弾！くじらくん水族館オープン
昨年好評だった“くじらくんお魚
工作キット”を配布しています。
完成しましたら、本館または分館
に持ってきてください。カウンタ
ーの水族館に放流します。大人の
作品もお待ちしています。
●期間／7月27日（火）から飾ります
●場所／情報館本館・分館カウンター
●キット配布先／情報館本館・分館カウンター
　※事前の予約で図書館バスでの受け取りも可能
　　   申し込み／情報館本館☎52－2246

厚岸霧多布昆布森国定公園を記念し、夏休み
を満喫できるイベントや展示を開催します。
大人も参加できますので、ぜひ、ご参加くだ
さい。

   くじらくんぬりえコンクール
今年のぬりえは、別寒辺牛湿原を
イメージした背景とくじらくんと
その仲間たちが描かれています。
参加賞・くじらくん賞などを用意
しています。大人も参加できます。
●期間／8月5日（木）から8月18日（水）
　　　　※コンクール結果発表は8月5日（木）
●場所／情報館2階ギャラリー
●ぬりえ募集期間／8月1日（日）まで
●ぬりえ配布場所／情報館本館・分館カウンター
　※事前の予約で図書館バスでの受け取りも可能
        申し込み／情報館本館☎52－2246

【日時】
7月29日（木）10時15分から11時38分

　『トムとジェリーの大冒険』
8月4日（水）10時15分から11時59分

　『ジュマンジ』
【場所】情報館2階視聴覚室

【お知らせ】
今年の本の森フェスティバルは、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止します



利用方法
　対象者の家族、または支援者が地域包括支援センターで必要な手続きをしたあと、番号入りのステッカ
ーを10足分配布します。ステッカーは、靴や杖などの持ち歩く物に貼ってください。

ー町民の皆様へー　こんなときは声をかけてください
　　靴ステッカーを貼った高齢者を見かけ、次のような様子がみられたら声をかけてください。
　　　　　▷夜間や早朝にひとりでいるとき　　▷道端などに座り込んでいるとき
　　　　　▷赤信号でも横断しようとしたり、車道を歩くなど危険な行動がみられるとき
　　　　　▷困ったような様子がみられるとき

　　  声かけの例

　　「どちらへ行かれますか？」 「何かお困りの事はありませんか？」 「大丈夫ですか？」

　　声をかけても不安な様子がある場合は、地域包括支援センター、または厚岸警察署（52-0110）に
　連絡をお願いします。

蛍光色の反射ステッカー
粘着力が強く、剥がれにくい！



（注） 運転免許更新時講習を受講する前に、厚岸警察署で免許更新手続きを済ませてください。
                           

（注） 変更になる場合もあります。
                           

日〈SUN〉 月〈MON〉 火〈TUE〉 水〈WED〉 木〈THU〉 金〈FRI〉 土〈SAT〉

※各行事について、新型コロナウイルス
　感染症の拡大状況によっては、延期・
　中止となる場合もありますので、ご了
　承ください。

●運転免許更新時講
　習
　　10時～　初回
　　13時～　優良
　　14時～　一般
　　15時30分～
　　違反者　福セ
【27日のその他の行
事は上欄に掲載】

●障がい者専門相談
　10時～17時
　保セ

スポーツの日　海の日

●夏休み読書推進事
　業『おはなし会と
　工作会』
（詳細は21㌻）

●夏休み読書推進事
業『夏休み映画会』
（詳細は21㌻）

●パネル巡回展『又
　十藤野家～蝦夷地
　・北海道での足跡
　を探る』
（→8月29日まで）
（詳細は11㌻）
【31日のその他の行
事は上欄に掲載】

●整形外科診療
　9時～12時
●脳神経外科診療
（予約制）
　14時～16時
　町立病院
【30日のその他の行
事は上欄に掲載】

●厚岸消防団第一分
　団庁舎一般公開
（詳細は10㌻）

●マイナンバー臨時
　交付窓口
（詳細は10㌻）

●土曜おはなし会
　10時30分～11時
　情報館

●遊びのひろば『た
　なばた遊び』
　10時30分～　
　子セ
●プラネタリウム夜
　間投影
（詳細は11㌻）

●夜間予防接種
　17時30分～19時
　30分
　町立病院

●夜間予防接種
　17時30分～19時
　30分
　町立病院

●子ども映画会
　13時30分～15時
　情報館

●3歳児健診
　12時30分～
　福セ

●整形外科診療
　9時～12時
●脳神経外科診療
（予約制）
　14時～16時
　町立病院
●プラネタリウム夜
　間投影
（詳細は11㌻）

30日の行事

●土曜おはなし会
　10時30分～11時
●名作鑑賞会
　13時30分～15時
5分

　情報館
●マイナンバー臨時
　交付窓口
（詳細は10㌻）

●整形外科診療
　9時～12時
●脳神経外科診療
（予約制）
　14時～16時
　町立病院
【9日のその他の行
事は上欄に掲載】

●子ども映画会
　13時30分～14時
　30分
　情報館

●親子工作・カッテ
　ィングボード月間
（→31日まで）
（詳細は19㌻）

●整形外科診療
　9時～12時
●脳神経外科診療
（予約制）
　14時～16時
　町立病院

●あかちゃん相談
　　9時～Ｒ2.12月
　　生まれ
　　10時～Ｒ3.3月
　　生まれ
　保セ

●夏休み読書推進事
　業
（→8月18日まで）
（詳細は21㌻）

27日の行事

●すくすくひろば
　10時30分～11時
　子セ
●名作鑑賞会
　19時～20時40分
　情報館

9日の行事

●夏休み読書推進事
　業『おはなし会と
　工作会』
（詳細は21㌻）

31日の行事

・26日（木）乳がん・子宮がん検診
　　　　　 11時30分～　がん検診センター
・27日（金）整形外科診療　9時～12時
　　　　　 脳神経外科診療（予約制）
　　　　　 14時～16時　町立病院

・20日（金）整形外科診療　9時～12時
　　　　　 脳神経外科診療（予約制）
　　　　　 14時～16時　町立病院
・20日（金）あかちゃん相談
　　　　　 9時～　R3 .1月生まれ
　　　　　 10時～　R3 .4月生まれ　保セ

・ 6 日（金）整形外科診療　9時～12時
　　　　　 脳神経外科診療（予約制）　14時～16時　町立病院
・13日（金）整形外科診療　9時～12時
　　　　　 脳神経外科診療（予約制）　14時～16時　町立病院
・17日（火）夜間予防接種　17時30分～19時30分　町立病院
・18日（水）夜間予防接種　17時30分～19時30分　町立病院

●町内の情報を広報統計係までお寄せください。

●福セ＝社会福祉センター、子セ＝子育て支援センター、

　保セ＝保健福祉総合センター

●来月号の配布日は7月30日（金）を予定しています。



♯あっけしの
　　　　暮らし 
♯あっけしの
　　　　暮らし 
♯あっけしの
　　　　暮らし 

akkeshi_no_kurashi

6月1日の愛冠岬。この日は
雲一つない快晴で、海と空の
グラデーションがとてもきれ
いでした。愛冠岬は『できそ
うもない困難を乗り越えて愛
の栄冠を得る』との思いで名
付けられ、岬にある『愛の鐘
ベルアーチ』は、鐘を鳴らす
と想いが叶えられるとか…。
♯愛とロマンの愛冠岬
2021年6月4日

Akkeshi-gun,Hokkaido,Japan

…………………………………………………

広報

厚岸音頭で介護予防！
YouTube

デイケアセンターさくら
公式LINE


