まちの日記帳
スキーサマージャンプで優勝！
三上

９

たくま

９
18

託摩さん（美国中２年）

19

小中学生対象のサマージャンプ大会「2022イトイ
カップジュニア大会」が９月18日、「2022合宿の里士
別ジュニア大会」が同月19日に士別市で行われ、三上
三上
託摩さん（美国中２年）が出場し、いずれの大会も優
託摩さん（美国中２年）
勝し、見事２冠を達成しました。
三上さんは「毎日の練習をしっかりして、今年こそ
は全国中学大会で優勝したいです。」と今後の意気込
みを語ってくれました。

トマトジュースを子ども達へ！

９

ＪＡ新おたる仁木町トマト生産組合が寄贈

26

ＪＡ新おたるの仁木町トマト生産組合（兼重 隆幸組
合長理事・69戸） から、「子どもたちに新鮮でおいし

いトマトジュースを飲んでもらいたい。」と、十河教
育長へ福島亜明同組合理事 （美国町）からミニトマト
ジュース「もてもてネ」が贈られました。
後日、各小中学校で児童・生徒と教職員に配られ、
郷土の名産品の寄贈に各学校では大喜びでした。

栄誉をたたえて！
「体育協会スポーツ賞表彰式」

10
11

積丹町体育協会（石川 一寿会長・４団体）が主催する
「スポーツ賞」の表彰式が10月11日、美国中学校で行われ、
各地で行われたスポーツ大会で優秀な成績を収めた中学生
の選手に、石川会長から表彰状と記念品が贈られました。

◆受賞者一覧◆
【卓球】
美国中２年
美国中２年
美国中２年
美国中１年
美国中１年

【バドミントン】
山下
村木
澤
西村
野宮

恵生さん
健太さん
治輝さん
栞さん
櫂人さん

美国中３年
美国中２年

鈴木 雅乃さん
飯田 千夏さん
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Diary of shakotan

早めの登録申請を！

10
12

「インボイス制度説明会」

消費税の仕入税額控除の方式が、令和５年10月から適
格請求書等保存方式（インボイス制度）に変わること
から、制度についての説明会が10月12日、総合文化セン
ターで行われ、町内事業者30名が参加しました。
余市税務署職員から制度の仕組みや手続き方法につい
ての説明があり、参加者は熱心に説明を受けていました。
適格請求書発行事業者の登録は、令和５年３月31日ま
でとなっており、早めの登録申請を行うよう呼びかけて
いました。
インボイス制度に関するお問い合わせは余市税務署
（TEL：0135-22－2093）へお気軽にお問合せください。

秋の味覚と伝統芸能を堪能！
「お祭りマルシェ」

10
15

㈱積丹スピリット主催の地域の秋祭りイベント「お祭
りマルシェ」が秋晴れの 10 月 15 日にヤマシメ番屋前の
町道を歩行者天国にして行われました。
イベント当日は、町内の異業種の事業所の参画と各事
業所の地域おこし協力隊がイベントスタッフとして活躍
され、秋の地元野菜や魚介をたっぷり使った浜鍋、羊肉
のソーセージなどが屋台で販売されました。
そのほか、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」
の体験や馬車体験、積丹町鰊場音頭保存会による「正調
鰊場音頭」が披露され、大変な盛り上がりとなりました。

練習の成果を発揮！
「第38回町内ゲートボール大会」

10
１8

町教育委員会主催の第38回町内ゲートボール大会がＢ
＆Ｇ海洋センターアリーナで行われ、３チーム・12名が
日頃の練習の成果を発揮し、白熱した戦いを繰り広げま
した。

優 勝 Ａチーム（代表 新井田 明見）
準優勝 Ｃチーム（代表 熊本 和子）
第３位 Ｂチーム（代表 岡崎 一美）

21
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新 型 コ ロ ナ ニ ュN ー
e wス
コロナに
負けない！

まだ続いてるコロナ変異株 BA.5

今後の“コロナ第８波”に警戒を！

～自分の命を守る・
家族の命を守る・社会の命を守る～

積丹町のコロナワクチン
接種状況（10 月 31 日見込）

””
道民の ３つの行動 の徹底

① 日常生活
■三密回避、人との距離確保、マスク着用、
手指消毒、換気を徹底しましょう。

全町民接種対象者 1,821 人

３回目接種者数 1,442 人（79.2％）
４回目接種者数

－ 10 月 25 日現在（道公表）－

１回目接種者数 1,595 人（87.6％）
２回目接種者数 1,591 人（87.4％）

② 飲食
■短時間、深酒はせず、大声を出さず、会話
の時はマスクを着用しましょう。

””

※ワクチン接種をご検討ください！
・若年者であっても、重症化や後遺症が生じるこ
とがありますので、積極的に３回目接種をご検討
ください。
・60 歳以上の高齢者など接種の対象となる方は、重
症化予防のため、積極的に４回目接種をご検討くだ
さい。

地域活動支援センターリカバリーしりべし

「出張交流会」開催のお知らせ
地域活動支援センターリカバリーしりべしは、障害
や病気、ひきこもり、不登校などの生きづらさを抱え
ている方を対象に、創作活動や地域交流などを通じて、
それぞれの自立と回復のための支援をしています。
今年度より当事業所のスタッフが、積丹町に出向き、
この地域で生活している当事者の方とおしゃべりした

896 人（49.2％）

北後志感染制御センター

③ 感染に不安を感じる時は
■ワクチン接種の有無にかかわらず、検査を
受けましょう。
（無症状の方に限る）

北海道の状況
【累計感染者数】
８１１, １２４名
【死亡者数】
２, ６９６名

「余市協会病院」で PCR 検査

●検査予約
月曜日～金曜日に予約受付（当日不可）

●検査当日に持参するもの
本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）
【問合わせ先】

余市協会病院

TEL 0135-23-3126

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強 化 週 間 の お 知 ら せ
法務局では、女性の人権についての専用相談電
話「女性の人権ホットライン」を設置しています。
夫やパートナーからの暴力、ストーカーなど女性
の人権に関する悩みをご相談ください。
また、令和４年 11 月 18 日（金）から 11 月 24
日（木）までは、「全国一斉『女性の人権ホット

り、好きな活動をいっしょにしたりする交流会を定期
的に開催することとなりました。

ライン』強化週間」です。期間中は、平日の受付
ライン』強化週間」

リカバリーしりべしがどんな活動をしているかを知
りたい。また、気持ちを共有できる人とおしゃべりし
たい！という方などのご参加お待ちしております！

じます。

■日

女性の人権
ホットライン

所：積丹町総合文化センター 3F

ゼ ロ ナ ナ ゼ ロ の ハ ー ト ラ イ ン

0570-0
0570070-810
（全国共通ナビダイヤル）

時：令和４年 11 月 17 日（木）
13 時 15 分～ 15 時 15 分

■場

時間を延長し、土曜日・日曜日・祝日も相談に応

多目的室

■参 加 費：無料
■参加対象：障害や病気、ひきこもり、不登校など
生きづらさを抱えている方とその家族
※申し込み不要です。当日会場にお越し下さい。
【問合わせ先】地域活動支援センターリカバリーしりべし
TEL 0135 － 23 － 7360

■受付時間
平日

８時 30 分～ 17 時 15 分

■強化週間中の受付時間
11 月 18 日（金）
・21 日（月）
・22 日（火）
・24 日（木）
８時 30 分～ 19 時
11 月 19 日（土）・20 日（日）・23 日（水）
10 時～ 17 時

【問合わせ先】
札幌法務局人権擁護部 TEL 011 － 709 － 2311
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