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  留寿都村起業等支援事業×新規創業

るすつ保育所運動会
　７月９日、るすつ保育所で運動会が行われました。今年は３年振りに全ク
ラスの園児が揃っての開催となり、賑やかに開催されました。子どもたちは
真剣な顔やとびきりの笑顔を見せながら、各種目に挑戦し、練習の成果を発
揮していました。



　今年度から新たに始まった「起業等支援事業」は、留寿都村の商工業の活性
化に資するよう、村内において創業する方や業種の転換・追加を行う方に対し
て経費の一部を助成する事業です。この度、北町地区の井町明

あきとも
知さんがこの補

助金を活用した第１例目となり、「いまち整体院」を開業されました。
　井町さんの施術は、マッサージによりしっかりと筋肉をほぐす事に加えて、
体の循環や神経の走行にも重きを置いた施術で、取材当日施術を受けたお客さ
んによると、「体の随所が凝っているのはわかっていましたが、今回の施術によ
り予想以上に楽になりました」とのこと。
　井町さんからは「体のメンテナンスについて気になることがありましたら、
ぜひお気軽にお問合せください。出張施術も行っていますので、お車の運転が
困難な方、ご自宅で気軽に施術を受けたい方もご連絡お待ちしております」と
村民の皆さんへメッセージがありました。
　施術内容の詳細や料金については直接下記にお問合せください。

　なお、「起業等支援事業」は現在も募集中ですので、ご希望の方はぜひご相談ください。

地域の活性化につながる様々な村内のグループ活動を「小さな拠点活動」として紹介しています。
今回は「留寿都パークゴルフ協会」です。　

■会員随時募集中！
興味のある方はぜひお問合せください。

【お問合せ先】　
留寿都パークゴルフ協会
会長　佐渡　榮

えい
三
ざぶ

郎
ろう

　電話 0136-46-3708
今年で最後となった第18回羊蹄山ろく町村PG大会
の様子。１コース目からホールインワンが出るな
ど、大いに盛り上がりました。

◉留寿都パークゴルフ協会
　�公益社団法人�日本パークゴルフ協会にも加盟して
いる留寿都村のパークゴルフ愛好者の団体です。

◉会員数
　現在23名が在籍

◉主な活動
　〇各種大会の開催
　　・ルスツ赤い靴杯パークゴルフ大会
　　　�（後志管内及び他管内の町村の人たちとの交流

と親睦を深め、健康増進とパークゴルフの普及
を目的として開催しています。）

　　・協会の内部大会

　留寿都パークゴルフ協会は「楽しむ」をモットーとして日々の練
習に励み、週末は羊蹄山麓や他地域の大会に出場などしています。
パークゴルフは子どもからお年寄りまで年齢に関係なく楽しめる生
涯スポーツで、たくさん歩きますので健康増進にもつながると思い
ます。
　ふれあい公園パークゴルフ場は、全36コース(９ホール×４コース)
で、コース内には小川も流れる自然の地形が存分に活用されている
ことに魅力を感じています。また、たくさんの木々に囲まれ木陰が
随所にあることも、他のところにはない優れている特徴ではないで
しょうか。全く飽きることなく楽しめます！

留寿都パークゴルフ協会会長
佐渡　榮三郎さん

＃２  「留寿都パークゴルフ協会」 

留寿都村起業等支援事業 × 新規創業「いまち整体院」

整体についてのお問合せ先�「いまち整体院」　※完全予約制　
住所�留寿都村字留寿都230-28
電話�050-3174-4507�　施術者�井町　明知
料金 40分　3,000円から　※出張施術（村内の方：施術料金＋500）

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　７月１日から13日まで留寿都村社
会福祉協議会の主催により高齢者生
活支援ハウスで、住民の方や入居者

の方が創作した作品が展示されました。作品は手芸、陶
芸、写真など様々で、出展者も子どもからお年寄りまで
幅広く、観に来た方からは、「この作品本当に素晴らし
い！」などの声が聞かれ、コロナ禍でなかなか人との交
流がない中、貴重なふれあいの場となりました。出展者
の名前を見て「〇〇さんいい腕持ってるんだねぇ」「〇〇
さんこんなの作るの知らなかった」などと話されている
方もおり、訪れた方みんなが楽しめる素敵な空間でした。

高齢者生活支援
ハウス作品展

作品展の第２弾は状況
を見て開催する予定と
なっています

　７月６日、留寿都小学校４年生の総合学習の授
業で、地域包括支援センターの職員により「認知
症キッズサポーター養成講座」が行われました。
この授業を通じて、認知症が脳の病気であるとい
うことを学びました。
　また、寸劇や動画で認知症の人への対応を学び、
最後には「最近もの忘れが増えて困っている『る
すっぴーのおじいちゃん』への声掛けや、してあ
げたいこと」をみんなで考えて発表し合いました。
　授業の終わりには認知症サポーターの証である

「オレンジリング」をもらい、「これからは認知症
の人を温かく見守る応援者になる！」と元気に宣
言してくれました。

認知症サポーター講座

みんなで協力して認知症を理解する時間となりました

　７月９日、令和４年度るすつ保育所運動会が開催されました。当日は雨も降らず、子どもたちの元気いっぱいの姿
を見ることができました。
　園児たちは、この日のためにお遊戯やかけっこを一生懸命練習してきましたので、競技中は真剣そのもの。１番を
とって飛び上がって喜ぶ子、負けて悔し涙の子、お遊戯がうまくいってほっとしている子、様々な表情がありましたが、
それぞれがとても充実した一日を過ごしているようでした。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、感染対策を講じながらの開催ではありましたが、３年ぶりに全クラス
の園児が揃っての賑やかな開催となりました。応援する家族も、我が子の成長した姿に感動しつつ、他の子のがんば
る姿にも目を細めていました。

るすつ保育所運動会

バトンの受け渡しが上手にできました♪幸運の旗    が上がるまでドキドキ！

閉会後の記念写真！みんなやりきったね！

アンパンマンのゴールテープまで全力
お買い物競争  トンネル
も楽しくくぐります！

７月
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　７月12日、留寿都高校女子卓球部の生徒３名
が、全国大会出場にあたり、村長表敬訪問のた
め役場に来庁されました。令和４年度北海道高
等学校定時制通信制卓球大会において好成績を
残した団体戦で全国大会行きの切符を手にしま
した。
　７月26日より駒沢オリンピック公園総合運動
場体育館（東京都）にて行われた全国大会では、
３回戦で（この大会で準優勝した）静岡中央高
校と対戦し、敗れました。

留寿都高校女子卓球部 
全国大会出場報告 表敬訪問

　７月12日、留寿都高校女子バドミントン部の
生徒５名が全国大会出場にあたり、村長表敬訪
問のため役場に来庁されました。令和４年度北
海道高等学校定時制通信制バドミントン大会に
おいて好成績を残した団体チーム（１年生２名、
２年生１名、３年生２名で構成）が８月16日か
ら小田原市総合文化体育館（神奈川県）で開催
される全国大会に出場します。

留寿都高校女子バドミントン部
全国大会出場報告 表敬訪問

女子バドミントン部の皆さん女子卓球部の皆さん 卓球部とバドミントン部合同で記念撮影もしました！

　７月８日、留寿都中学校野球部の皆さんが表敬
訪問のため来庁されました。６月に仁木町で行わ
れた全日本少年軟式野球大会北海道大会後志予選

において、真狩中学校、喜茂別中学校、
京極中学校との４町村合同チームで出場
して見事優勝し、千歳市で開催される全
道大会へ進出することが報告されました。 
　７月16日の全道大会では１回戦で帯広
市立西陵中学校と対戦し、延長戦の末、
惜しくも２対３で敗れましたが、最後ま
で諦めずに頑張る選手たちの姿が見られ
ました。

　７月８日、留寿都陸上少年団の皆さんが全道大会への出
場報告で村長を表敬訪問され、各々の選手から抱負が述べ
られました。
　７月24日に苫小牧市で開催された第40回北海道小学生陸
上競技大会では、４名が出場し健闘しました。主な記録は次
のとおりです。

【入賞者と記録】
６年生男子　砲丸投げ
　石川匠

しょう
馬
ま

さん　第６位　記録７m22
６年生男子　 コンバインドB（ジャベリックボール投げ・

走幅跳）
　髙崎佑

ゆう
樹
き

さん　第４位　記録1,869点

前列左から升田那奈さん、西岡政虎
さん、石川匠馬さん、髙崎佑樹さん

留寿都小学校陸上少年団
村長表敬訪問

留寿都中学校野球部
村長表敬訪問

留寿都中学校野球部の皆さん

祝 全道・全国大会出場！続々と出場決定報告がありました！
　６月から７月にかけて行われた各種スポーツの大会で、村内各校の児童・生徒たちが素晴らしい成績を残し、全道大
会や全国大会への出場を決めました。
　教育委員会では、これら児童・生徒のスポーツ・文化活動を応援し、地域住民の皆さんにも広く周知することを目的に、
これから全道や全国大会に出場する児童・生徒を応援する懸垂幕を作成して役場庁舎等に掲示しました。
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　７月13日、留寿都神社にて戦没者追悼式が行われま
した。
　村長は式辞の中で「過去を謙虚に振り返り、戦争の
悲惨さと平和の尊さ、世界の恒久平和の実現に全力を
尽くさなければなりません。戦没者の方々の尊い犠牲
と、ご遺族の皆様方のたゆみない努力の上に築かれた
今日の平和と繁栄を、二度と手放してはならないと改
めて肝に銘じるものであります。」と述べ、黙祷の後、
参列された方は献花を捧げ、忠魂碑に眠る35名の戦没
者の方々のご冥福をお祈りしました。

戦没者追悼式

戦没者の御霊に対し、ご冥福をお祈りいたします

　7月15日、ルスツリゾートで、関係者を招いての
パイプオルガンのお披露目会が行われました。
　このパイプオルガンは札幌桑園教会にて33年間演奏
されてきたもので、建替えに伴い設置が難しくなった
ことから、加森観光株式会社が譲り受けたものです。
　当日は、高さ６mの荘厳な様子に圧倒されながら、
パイプオルガニストの志賀佳子さんの演奏に参加者
一同が聴き入りました。
　ルスツリゾートホテル＆コンベンション内の吹き
抜けに設置され、今後は、自由に見学可能とのこと
です。

ルスツリゾートでパイプオルガン
初お披露目

素晴らしい音色が響き渡りました

　７月21日、KRファイターズ（留寿都野球少年団と喜
茂別野球少年団の合同チーム）の皆さんが全国大会出場
の報告に表敬訪問されました。同チームは北海道チャン
ピオンシップ協会主催の2022 C-１トーナメントにおい
て、ファイナルラウンド出場の好成績を残したことから
主催者側に推薦されて、８月26日から始ま
る「PRIDE JAPAN全国選抜学童軟式野球大
会2022富山大会」に出場することが決定しま
した。村長からは「８月末の富山県での大
会は暑い中だとは思いますが、様々な大会
での経験を活かして、また試合を頑張って
ください！」と激励の言葉がありました。

ＫＲファイターズ全国大会
出場報告　村長表敬訪問

チーム一丸となり、一つでも多くの勝利を！

　７月21日、留寿都中学校陸上部３年生の小松平 
穂
ほ の

乃さんが北見市で開催の「第53回北海道中学校陸
上競技大会」に出場することになり、表敬訪問され
ました。小松平さんは、女子800ｍに加え女子1,500
ｍでも全道大会標準記録を突破し、２年連続の全道
大会出場となりました。「精一杯思い出に残る大会
となるよう頑張ってきてください」と村長から激励
の言葉がありました。
　７月27日、北見市での全道大会本番では、両種目
とも惜しくも予選敗退でしたが大変貴重な経験とな
りました。

留寿都中学校陸上部全道大会
出場報告　村長表敬訪問

役場庁舎の懸垂幕を
背景に記念撮影
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　７月24日に第４回なんでもチャレンジクラブ「いき
ものいんくの加藤さんと生き物探しにチャレンジ」が
行われました。胆振管内の小中学校で出前授業や環境
教育に取り組んでいるNPO法人いきものいんく代表加
藤康大さんと一緒に、壮瞥町の四

よ

十
そ

三
み

山を登り、クワ
ガタやミンミンゼミ、エゾゼミ、アゲハチョウなどを
見つける事が出来ました。昼食を洞爺湖畔でとり、午
後は長

お さ

流
る

川で川の生き物探しをしました。参加者は加
藤さんの説明を真剣に聞き、自然体験の中で生き物や
植物について学び、川で思いっきり遊び楽しみました。

第４回なんでもチャレンジクラブ
「いきものいんくの加藤さんと生
き物さがしにチャレンジ！」 　７月27日、るすつ子どもセンターぽっけでアフリ

カン太鼓の音楽ライブがありました。日本全国各地
で活動している西アフリカ・ギニア出身、ジャンベ

（西アフリカ起源の太鼓）の奏者SOLO KEITA（ソ
ロ　ケイタ）さんをはじめ、岡林利樹さん（岩見沢
市）、山中健

たける
さん（留寿都村）の３名が来所し、ア

フリカン太鼓の生演奏を披露すると、子どもたちも
その音楽に合わせて踊るなど、楽しい時間を過ごし
ていました。午後からはルスツふるさと公園で演奏
をし、留寿都村を訪れた旅人も飛び入り参加するな
ど、音楽を通じて国際交流をし、参加者は和やかな
時間を過ごしました。

国際交流
「アフリカン太鼓演奏会」

何が見つかったかな？

アフリカン太鼓とソロさん
たちの歌声で、みんなノリ
ノリかな!?

　７月16日、留寿都高校で学校祭が開催されました。
　今年はクラス対抗リレー等のスポーツ競技やビンゴ大会が行わ
れました。
　昨今、様々な行事が中止・延期する流れの中で、この学校祭当
日に向けた学級旗の作成、動画作成などの企画は、仲間同士で協
力し合って作り上げ、それにより達成感を得る良い機会となった
ようでした。なお、今年は新型コロナウイルス感染症感染対策の
ため、例年の様に留寿都村社会福祉協議会と協力して行う「福祉
まつり」との同時開催ではなく、単独の開催となりましたが、生
徒同士の快活な笑顔が見られました。

留寿都高校 学校祭

　７月20日、ようてい農協留寿都支所馬鈴薯選果施設裏の畜魂碑
前で「畜魂祭」が開催されました。部会員や役職員ら関係者が参
加し、肉畜の御霊を弔いました。

畜魂祭

感謝の気持ちを込めて神事に臨む佐竹功次組合長

クラス対抗リレー。ここ一番のダッシュ！

みんなでピース。充実の一日でした
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地域おこし協力隊 活動報告

地域おこし協力隊
小野寺 布

ふ

葵
き

図書室展示　「今読んでほしい本」
ミステリー小説を世代別に選書しました

rusu レシピ①
「大根のミルフィーユフライ」

大根の歯ごたえも楽しめる！

rusu レシピ②
「食べる！大根ドレッシング」

肉や魚、野菜など何にかけても相性抜群！

家庭菜園の
ほうれん草を収穫中！

（７月上旬）

　地域おこし協力隊の小野寺です。４月から図書業務と兼任で協力隊活動を行っています。
　まず図書業務については、図書館の模様替えをし、展示本や掲示物など新たに設置して
本に興味を持ってもらえる様な空間づくりをしています。「今月のおすすめ」「季節のおす
すめ」など、ポップづくりにも力を入れています。皆さんに読んでもらえるきっかけにな
ればとの思いから工夫を込めた展示をしていますので、ぜひ図書館にいら
してください。また、見出しや本の分類も新たに設置し、利用者が見つけ
やすいように並べ替えをしていますので、皆さんのご利用をお待ちしてい
ます！
　協力隊活動については、SNSのInstagram（インスタグラム）で写真な
どを投稿しています。留寿都の野菜を使った料理や家庭菜園の様子、季節
の風景、牧場見学、自然活動など、留寿都の魅力を発見・発信しています。
今年度は「留寿都の野菜」が活動のテーマのため、主に野菜に関すること
を投稿していきます。
　下記の写真は「食べる！大根ドレッシング」と「大根のミルフィーユフライ」です。留寿都産の大根を使って作
りました。今後はレシピの詳細なども投稿していきますので、ぜひチェックしてみてください。また、留寿都の野
菜料理を「＃rusu レシピ」（「 」は絵文字のピースです）としてハッシュタグ投稿しています。村民の皆さんも
是非「＃rusu レシピ」で投稿してもらえたらうれしいです。「rusu 」って何？と思ったと思いますが、私が考え
た造語です！るすつにかけて、
るす「つー」＝ るす「２」＝ るす「　」＝「rusu　」 です。

読み方は「るすつー(ルスツー)」です。
　この造語には２つの意味を込めています。
① （PEACE）には平和などの意味があり地域との交流や親睦が深まればいいなという想い。
② もう一つの（PIECE）には一片などの意味があり、小さなカケラでもみんなの力を合わせて形になるモノを…と
いう願いを込めています。
　この２つの意味を込めて名付けました！是非「＃rusu 」で投稿をお待ちしています！！

　Instagramアカウント：＠rusutsu_snow_230　で検索！
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　毎年、地震や豪雨などの災害が全国で発生しています。幸い本村では、近年大きな災害に見舞われてはいません
が、災害とは決して無縁ではありません。災害に対応するためには、自分の命は自分で守る「自助」、地区のみな
さんが協力して地域を守る「共助」、行政による災害に強いまちづくり「公助」の連携が必要不可欠です。
　災害から大切な命や財産を守るため、日頃から災害時の連絡方法や避難方法、防災用品などについて家庭や地域
で話し合い、防災意識を高めて災害に備えましょう。

災害に備えて

① 避難準備
　日頃から非常持出品の準備の確認をすることは、「あわてず落ち着いて」対処するカギです。いつおそってくる
かわからないあらゆる災害に備え、日頃から家族で話し合っておくとよいでしょう。

ポイント

非常持出品 あらゆる災害・非常事態に備えて今一度確認してみましょう。

循環備蓄のすすめ ～食料品や生活消耗品の循環備蓄とは～
　食料品の備蓄というと、乾パンや缶詰など「長期保存できるもの」をイメージしがちですが、例えば、お
米を一袋余分に買っておき、なくなったら保管していたお米を食べて、また一袋買い足しておけば、賞味期
限を気にすることなく備蓄している事になります。食料品のほか、トイレットペーパーや生理用品など、生
活消耗品にも取り入れることで災害時に対応でき安心です。「循環備蓄」を心がけましょう。

貴重品
現金、通帳、印鑑、
保険証、免許証、
母子健康手帳など

ラジオ・照明器具
FM付ラジオ、懐中
電灯、予備電池、
ローソク、ライター、
マッチなど

衣類
下着、トレーナー、
ジャンパー、
軍手、雨具など

非常用食品
缶詰、カンパン、
ビスケット、
チョコレート、
水など

道具類
缶切り、栓抜き、
ナイフ、割り箸、
ロープ、ビニール
シートなど

救急・衛生用品
消毒液、傷薬、目薬、
胃腸薬、鎮痛解熱剤、
ばんそうこう、ほう帯、
生理用品、ウェットティッシュなど

備蓄品 数日間を自活するためのもので
最低でも３日分を用意しましょう。

燃料
卓上コンロ、スペアガス、
固形燃料など

洗面具
歯ブラシ、タオル、
石鹸など
（避難所には
ありません）

水
飲料水は
１人当り
一日約３リットルが
目安です。

暖房
暖房器具、
使い捨てカイロなど

食料品
米、アルファ米、レトルト食品、
カップ麺、菓子類など保存期限の
長いもの

乳幼児がいる場合
粉ミルク、ほ乳ビン、
紙おむつなど

要介護者や高齢者のいる家庭
レトルト食品（おかゆなど）、着替え、
紙おむつ、ウェットティッシュ、障がい者手帳、
老眼鏡、補聴器、入れ歯と入れ歯ケース、
補助具などの予備、常備薬など

準備を
家庭構成に合わせた

　一定程度の災害備蓄品を備えています。初期対応で必要となる工具等のほか、避難所設営に必要な備品、避難所
生活で必要となる食料品や消耗品等を備えており、非常時に備えています。

災害備蓄品保管場所
・災害備品格納庫（役場庁舎横）
・留寿都へき地保健福祉館※

・三ノ原五輪会館※� ※一部の食料品等

主な備蓄品
【備品】発電機、投光器、チェンソー、石油ストーブ、はしご、テント、スコップ、
土のう袋、コードリール、段ボールベッド等

【食料品・日用品】アルファ米、クラッカー、ミネラルウォーター、粉ミルク、救急
セット、懐中電灯、乾電池、毛布、寝袋、仕切用簡易テント、食器セット、簡易トイレ、
紙おむつ、給水袋、ポリタンク、等

防災特集
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② 避難情報
　災害のおそれがあるときは、その状況に応じて村から高齢者等避難、避難指示が発令されます。これらの情報に
十分注意して行動してください。

・避難するのに時間がかか
る高齢者などの要援護者
やその支援者は避難を始
めてください。
・通常の避難行動ができる
人は、家族との連絡、非
常持出品の用意など避難
の準備を始めてください。

高齢者等避難

・経験したことがない重大な災害が予想される状況です。
・危険が迫っているため、決して油断することなく、身を守るための最善を尽くしてください。

 「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください

1 避難指示2
・対象地域の住民は直
ちに避難しなければ
なりません。
・まだ避難していない
住民は直ちに避難し
てください。
・お互いに助け合いな
がらすみやかに行動してください。

③ 指定避難所
　村では災害時に備え、次の施設を指定避難所として指定しています。避難所は、災害等で住宅に住めなくなった
ときや、災害の発生等により村が避難指示をしたときに避難する屋内の施設です。
　この他に一時的に避難するための場所として「指定一時避難場所」や妊産婦や乳幼児、高齢者等の要配慮者を優
先的に避難させる「指定福祉避難所」があります。

施設名 住所
るすつ子どもセンターぽっけ 字留寿都185番地29
留寿都小学校体育館 字留寿都174番地
留寿都中学校体育館 字留寿都179番地1
留寿都高等学校体育館 字留寿都179番地1
留寿都村公民館ホール 字留寿都206番地1
留寿都村武道館 字留寿都179番地1
地域資源交流センター 字留寿都127番地191
留寿都へき地保健福祉館 字登156番地2
三ノ原五輪会館 字三ノ原212番地4

　指定避難所のうち、実際に避難所と
して設置される可能性が高いるすつ子
どもセンターぽっけ、三ノ原五輪会館
及び地域資源交流センター（道の駅レ
ストラン）については、周辺に施設ま
での距離と方向を示す誘導看板を設置
しています。

「Yahoo! 防災速報」での防災情報等の配信を開始しました
　村では、令和４年７月１日にヤフー株式会社と「災害に
係る情報発信等に関する協定」を締結し、「Yahoo！防災
速報」を活用した防災情報の配信を開始しました。今後、
大雨や強風、大雪など災害への注意喚起や避難所の開設状
況などの情報の配信を行っていきます。ご自身やご家族の
安全を守るためにも、スマートフォンやタブレット端末を
お持ちの方はぜひダウンロードしご利用ください。
下記QRコードを読み取るとダウンロードサイトへ移行します。
iOS端末（App�Store）、Android端末（Google�Play）

留寿都村防災ガイドを活用してください！
　村では、災害時に必要な情報を一つの冊子にま
とめた「留寿都村防災ガイド」を作成しており、
保存版として各戸へ配付しています。留寿都村防
災ガイドには、各種災害発生時の心構えや避難行
動ポイント、避難情報・気象情報等の種類や情報
入手の方法、避難所や危険箇所等を記載したハザ
ードマップが掲載されていますので、日頃から災
害を想定し必要な準備を進めていただきますよう
お願いします。なお、防災ガイドにつきましては、
留寿都村ホームページに掲
載しているほか、役場企画
観光課でも配布しています
ので、お手元にない場合は
お問合せ下さい。

避難所誘導看板を設置しています

共通QRコード
アプリの「設定」の
「地域の設定」から
「留寿都村」を設定
してください。

企画観光課　電話 0136-46-3131お問合せ先
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　ストレスの感じ方は、人によって異なります。スト
レス耐性は捉え方やリフレッシュ方法によっても容量
を大きくすることができます。自分自身がどの程度ス
トレスを感じやすいのか、考え方の偏りがないのかな
ど特徴を知ることで見通しを持った対応ができます。

１．ストレス耐性がある人
●過度なストレス状態に直面し傷ついても回復でき
る、傷つきながらも進んでいける特性（レジリエンス）
　回復力や復元力、しなやかな心と表現されることが
多いです。レジリエンスが高い人の特徴は以下のとお
りです。
　① 考え方が多様
　② 気持ちの切り替えがうまい
　③ 自分にも人にも優しい
　④ チャレンジを続ける
　⑤ 自分の良い面を認識している
●過度なストレス状態に直面しても傷つかない特性

（ハーディネス）
　以下の３つの特性が強いと、自分を成長させるため
に真摯に取り組むことができ、生活に張り合いが生ま
れ豊かになり、充実感が得られてストレスを減らすこ
とができると言われています。
　① コミットメント（関わり方）
　　 　自分の人生や課題、人間関係に深く関与してい
るという感覚があり、周囲の出来事への関心が高
い状態。無気力や空虚感、退屈な思いなどにとら
われたりすることが少ない状態。

　② コントロール
　　 　自分の行動が物事の推移や結果に対して良い影
響を及ぼすと考えていて、直面している出来事や
問題に自分自身がそれを統制していると感じる傾
向がある人。自分が置かれた状況で何とかできる
という自信を持っている状態。

　③ チャレンジ
　　 　人生における変化やハプニングを脅威としてで
はなく、挑戦や成長の機会ととらえようとする傾
向がある人。悪い経験からも学ぶことはあり、成
長するための重要な要因であることを理解してお
り、努力することを惜しまず、ひたむきに行動す
るため、困難な問題であっても自分が成長してい
くための試練だとみなせる思考。

２．ストレスを軽減する方法
　一般的に、余暇を充実することや自然に触れること
でストレスを軽減させることができると言われていま
す。他者との関係においてストレスが大きくなること
が多いと思いますが、他者との関係を大事にしながら
自分のストレスも軽減する方法として、自分のことを
考える時間を持つことが有効と言われています。瞑想
やヨガなどが流行しているように、これらの方法で自
分と深く関わることでストレスが軽減されます。
●自分のことを考える時間を持つとは？
　・考え方の特性を知ること
　・日々感じていることを認めること
　・自己を客観的に捉えること
　⇒ 仕事や家庭、他者など外部に集中している状況か
ら短時間でも自己に集中する時間を作ることがポ
イント。方法は瞑想やヨガの他に日記を書くなど
どのような方法でも大丈夫です。

　様々なストレスにさらされている時代こそストレス
に振り回されず、味方につけられるようになりたいで
すね。忙しい毎日ですが、少しでも自分自身を見つめ
る時間を持てると心が健やかに生活できるかもしれま
せん。

今月のテーマ

心の容量（ストレス耐性）について

筆者▶ 保健師　松本 麻里

９月－10月

※ 乳幼児予防接種につきましては予約が必要となりますので、実施を希望される日の１週間前ま
でに診療所へご予約ください。（診療所　電話  0136-46-3774）

日付 項目 場所 時間 お問合せ先
９月１日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

９月６日㈫ 骨盤・乳房ケア教室 子どもセンター 10時00分～11時30分 ①

９月８日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

９月15日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

９月21日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

９月21日㈬ 乳児相談 子どもセンター 13時00分～15時00分 ①

９月28日㈬ グ～ンとヘルスアップ運動教室 公民館 12時45分～14時00分 ①

９月29日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

10月５日㈬ 歯科健康診査及びフッ素塗布 子どもセンター 受付/12時45分～14時00分 ①

10月６日㈭ 乳幼児予防接種 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

①健 診・保健事業等 
保健医療課

電話 0136-46-3131
②い きいき体力アップ教室 

地域包括支援センター
 電話 0136-47-2277
③予 防接種 

診療所
 電話 0136-46-3774

お問合せ先
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https://www.vill.rusutsu.lg.jp/hotnews/category/191.html

７月の掲載記事（抜粋）

　７月１日は、北海道農政事務所札幌支局長のご来庁があり、厳しい
農業情勢の現状をお話して国の事業等の情報をいただきました。

　同日、村幹部職員で構成する庁内会議を開催し、村を紹介するキャッチコピーを「暮らしを楽しむ村」と
したことや職員は視察研修で実際の様子を見聞きすることを勧め、さらに課の予定行事等の情報を職員同士
で共有すること、姉妹都市養父市との交流を子ども以外にも広げること等を提案・指示し、課長からも連絡
事項の発言があり、今回は少し活発な感じでした。

　７月５日は、姉妹都市の養父市から農業委員の皆さんが視察のために来村され、
ＪＡようてい大根集出荷施設、仁司農業委員会会長の圃場、道の駅２３０ルスツを
視察いただきました。役場で歓迎式を行った際に、谷垣養父市農業委員会会長か
ら「姉妹交流が継続して50周年を迎えられるよう期待しています」とのご挨拶を
受け、大変光栄に思いました。

　７月９日は、るすつ保育所の運動会を３年ぶりに全園児が出場して、それでも
規模を縮小して実施ができました。父母のみなさんのご協力のおかげです。子ど
もたちの懸命で興奮気味な様子が何とも愛らしく、成長ぶりを頼もしく見ました。

　７月11日は、赤井川村、神恵内村、真狩村、島牧村、泊村、留寿都村の後志管
内６村の「後志のむら」連携協定締結を倶知安町で行いました。今後、少子化対
策や産業振興等を検討し協力してまいります。

　７月15日は、札幌桑園教会から譲り受けたパイプオルガンのお披露目会がルス
ツリゾートホテルで開催され、祝意を述べさせていただきました。高さ６メート
ルもある重厚で優美な姿と音は、これからまた多くの人々を和ませてくれること
と思います。加森相談役も「留寿都の宝として大切にしたい」と話されていました。

　７月19日は、喜茂別町長と共に洞爺湖町長へ国道２３０号の整備要請を継続して一緒に実施いただけるよう
お話しをしてまいりました。３町村の首長は変わりましたが、連携した要請活動ができればと思います。

　同日、蘭越町の「定住促進住宅買取事業」について、町長や担当課からの説明
のほか現地視察をさせていただきました。民間が建築した住宅を町が買取り、町
営住宅として管理する方法です。令和２年度から実施して既に３棟６戸に入居が
あり、今年度も１棟２戸を建設していました。

　７月22日は、公立高等学校配置計画地域別検討協議会の会議にZOOMで参
加しました。少子化で全体的に子どもが少ない中、特色ある学校運営が求め
られています。後志管内の各学校が、地域の子どもたちの選択肢としても地
域の活性化にも繋がるよう魅力ある学校運営を継続して検討します。

　また、同日、「泊発電所の安全確認協定に関する連絡会」が倶知安町で開催され、同所からの環境放射線の
測定結果や立入調査の結果等について説明を受けました。また、早期再稼働に向けて、原子力規制委員会の
審査対応の取組みを継続するとのことです。

養父市 農業委員の皆さんと庁舎前にて記念撮影

７月19日 蘭越町で視察を行った建物

　村の様子や村長の所感、行動等をおおむね週に１回のペースで「村長ブログ」として昨年５月から開設し、留寿都
村ホームページにて掲載しています。インターネット環境がない方のためにも村長ブログの抜粋を掲載しています。
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お問合せ先　
子育て支援センター

るすつ保育所　
電話 0136-46-3253

　今年度から開設した、ハーフバースデーの記念撮影スポッ
ト“スタジオぽっけ”では、２名のお子さんが写真撮影を行
ってくれました(^^)
　可愛らしい撮影の瞬間に立ち会えたことに、スタッフは大
喜び♬撮影に参加してくださった親子も大喜び♬ 今後もハ
ーフバースデーの記念撮影や、お誕生日の記念撮影にご活用
いただけたら、嬉しく思います(^^♪

今月は、子育て支援センターが担当です

ふるさと給食
～食を通してふるさとを伝えていく取り組み～

＃１４

　留寿都村蔬菜生産組合・畑作生産組合様より留寿都産の大根をいただき学校給食で提供しました。生産者の方か
ら、「その大根は“晩々G（バンバンジー）”と“春ひびき”という品種で、みずみずしくて甘いのでサラダにピッ
タリですよ！」と教えていただきました。そこで、給食ではきゅうりやコーンなどの夏野菜と一緒に、さっぱりと
した味付けのサラダにしました。子どもたちが大好きなカレーともよく合い、とてもおいしかったです。今月もお
いしいお野菜をありがとうございました！

留寿都産の大根をいただきました！

教育委員会　電話 0136-46-3321お問合せ先保健委員会の児童が毎日給食の食器の置き方を

確認しています！ごはんは左側に置きましょう！

　約１年半振りに子育て講座を行いました。今回は真狩村
の浪内助産院の院長をお招きして『夏の虫対策講座』でし
た。この夏、親子で安心して戸外で過ごせるように、赤ち
ゃんにも安心して使える、虫よけスプレーを作りました。
　ご参加いただいた親子は、作ったスプレーを持ち帰り、
また、月齢が近い親子同士の交流もあり、ほっこりとした
時間となりました(^^)

　支援センターでは毎月、季節の製作を行
っています♪今回は夏を涼しく乗り切るア
イテムとして“うちわ”と、目で夏を楽し
む“ジェルキャンドル”作りをしました。
どの親子も楽しんでくれました♡

☀ 夏の製作をしました ☀
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後期高齢者医療制度のお知らせ
窓口負担割合の見直しに伴う

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 （黄色→橙色）

　現在、ご使用の黄色の保険証の有効期限が令和４年９月30日をもって満了と
なるため、10月以降は使用できなくなります。
　９月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら橙色の保険
証をご使用ください。
　10月以降の窓口負担割合が引き続き１割又は３割の方も、保険証が新しくな
ります。

◦新しい保険証の有効期限は、令和５年７月31日です。
◦�紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、保健医療課
までお申出ください。

新しい保険証は
橙色です

お問合せ先
北海道後期高齢者医療広域連合

【住所】〒060-0062
　　　 札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館6階

【電話】011-290-5601

留寿都村役場 
保健医療課

【電話】0136-46-3131

※ 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）、限度証（限度額適用認定証）は有効期
限が令和５年７月31日までのため、再交付しません。

  一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者の医療費の窓
口負担割合が変わります

　令和４年10月１日から、�一定以上の所得のある方は、現役並み所得者（窓口負担割合３割）を除き、医
療費の窓口負担割合が２割になります。窓口負担割合の変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者
全体のうち約20％です。

  窓口負担割合が２割となる方は、以下の項目にすべて該当する
方です

　○住民税課税世帯で、３割負担（現役並み所得者）ではない
　○同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の被保険者がいる
　○年金収入＋その他の合計所得金額が、
　　・被保険者が１人の世帯の場合、200万円以上
　　・被保険者が２人以上の世帯の場合、合計320万円以上

  見直しの背景
　令和４年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
　後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約４割は現役世代（子や孫などの世代）の負担（支援金）
となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
　今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのもの
です。

� 広報RUSUTSU 13



保健医療課　電話 0136-46-3131お問合せ先

歯科健康診査のお知らせ
　留寿都村では、年３回歯科健康診査を開催しています。歯科医師による歯科診察と歯科衛生士による歯
科指導とフッ素塗布を行っていますので、虫歯予防にお役立てください。お申込み時にフッ素塗布の有無
についてお知らせください。

１．日　　付　　　令和４年10月５日（水）
２．受付時間　　　① 12時45分　　② 13時00分　　③ 13時15分
　　　　　　　　　④ 13時30分　　⑤ 13時45分　　⑥ 14時00分
　　　　　　　　　⑦ 14時15分
　　　　　　　　　※定員は各時間６名とします。お早めにご連絡ください。

３．場　　　所　　るすつ子どもセンターぽっけ　児童館遊戯室

４．対　象　児　　就学前の乳幼児

５．料　　　金　　無料

６．申込締切日　　令和４年９月26日（月）
７．申　込　み　　留寿都村役場保健医療課　保健師
　　　　　　　　　電話：0136-46-3131　　FAX：0136-46-3545

※�１歳未満の歯が生えているお子さんは、これからの歯の健康のために、みなさん歯科健康診査に
参加してもらう予定ですので、お申込みは不要です。近くなりましたら個別に案内を送付します。

①  お子様や健診同伴者様におかれましては、健診当日に検温を行い、発熱がある場合や体調不良などが
ございましたら健診へのご参加をお控えください。

②  消毒液を設置しますので、手指消毒をお願い致します。
③  健診会場の定期的な換気を実施します。室温が低くなる場合もございますので、衣類等で調整をお願

い致します。
④  健診会場での密接を避けるため、間隔を空けて座席をセッティングします。

感染症対策

☆�ご不明な点がございましたら、役場保健医療課までご連絡ください。

LINEで申込みができるようになりました！
（今年度の新しい試みです♪）

右のQRコードを読み取ってお申込みください。

※予約人数が多い場合、
申込枠が空いてない可
能性もありますので、
申込みできない場合は、
ご相談ください。
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住民福祉課　電話 0136-46-3131お問合せ先

　年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支
給されるものです。令和４年度の基準額は月額5,020円（年額60,240円）となっており、保険料納付済
の期間などに応じて基準額から月額が変更となります。
　年金生活者支援給付金を受給するには、請求書の提出が必要になります。年金生活者支援給付金につい
てのご案内や事務手続は、日本年金機構（年金事務所）が実施します。
※�すでに年金生活者支援給付金を受け取られている方については、支給要件を満たす場合、手続は原則不要です。

年金生活者支援給付金制度年金
受給
者の
方の

生活
を支
援し
ます
！

対象となる方
■ 老齢基礎年金を受給している方
　　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
　　  65歳以上である
　　  世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
　　  前年の年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
　　　　※約78万円以上で約88万円以下の方は補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
　　　　※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

■ 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
　　以下の要件を満たしている必要があります。
　　  前年の所得額が約472万円以下である
　　　　※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
　　　　※扶養親族等の数に応じて増額となります。

請求手続
1 新たに年金生活者支援給付金を受給される方
　�　対象となる方には９月上旬頃から、日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが届きます。同封の年
金生活者支援給付金請求書に記入し、日本年金機構に提出してください。

2 年金を受給しはじめる方
　　年金の請求手続と併せて年金事務所または役場で請求手続をしてください。

年金生活者支援給付金を請求した場合、いつから支給の対象となりますか？
　�　原則、手続きをした月の翌月分から支給対象となりますので、お早めに手続きをお願いします。新た
に基礎年金の受給権を得た方は、受給権を得た日※から３か月以内に手続きをすることで、受給権を得
た日に手続きをしたものとみなし、遡って支給されます。
　　※繰上げ受給された方は65歳到達の日。

☞年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、役場または下記までお電話ください。

給付金専用ダイヤル　０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）
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留寿都村役場 0136-46-3131
留寿都村教育委員会 0136-46-3321
留寿都診療所 0136-46-3774
地域包括支援センター 0136-47-2277
羊蹄山ろく消防組合留寿都支署 0136-46-3304

お問合せ先

家屋の新築等がある場合はご連絡ください

　家屋の新築または増築があった場合は、税務課まで
ご連絡ください。翌年からの固定資産税を計算するた
めに家屋の評価をさせていただきます。
　ご連絡をいただければ、都合のよい時間を相談の上、
税務課職員が伺います。（税務課から連絡、訪問をす
ることもあります。）
　家屋を取り壊した場合、所有権を移転した場合もご
連絡ください。

「村長のタウンミーティング」随時募集中！

　団体やグループの集まりなどに村長が出向き、お話
をする「村長のタウンミーティング」を実施していま
す。村長とお話がしたい、村政について聞きたいこと
や要望があるなどテーマは問いません。概ね５名以上
の団体またはグループで、開催希望日の約２週間前ま
でに企画観光課へお申込みください。日程調整後、開
催のご連絡をいたします。詳しくは企画観光課までお
問合せください。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日程に
ついては相談させていただきます。

気象台からのお知らせ（台風に備えましょう）

　９月１日は「防災の日」です。
　防災の日は、1959年（昭和34年）の伊勢湾台風をき
っかけに、その翌年、国民が自然災害について認識を
深め準備する日として制定されました。日付の９月１
日は、1923年（大正12年）の関東大震災にちなんだも

のです。現在では、９月１日を含む１週間を防災週間
と定め、防災思想普及のための行事が毎年行われてい
ます。
　台風は、１年を通して発生しますが、その中でも８
月から９月にかけてが最も多く発生し、日本列島への
接近・上陸数が多くなります。30年平均（1991年から
2020年）では、年間で約25個の台風が発生し、そのう
ち約12個が日本に接近、約３個が上陸します。北海道
に関する台風の記録としては、2016年（平成28年）８
月に１週間に３個の台風が上陸し、その後、更にもう
１個が接近するという、今まで経験したことのない事
が起きました。
　台風が接近し大雨による洪水や土砂災害の危険性が
高まった場合は早めの行動が必要です。「自らの命は自
らが守る」という意識をもって、自主的な避難も含め
自らがとるべき行動について整理しておきましょう。

【台風が接近する前】
◆ハザードマップや避難場所、非常用品の確認。
◆�屋外の植木など飛散しそうなものは、屋内に片付け
るかしっかりと固定する。
◆屋根や壁などの補修は早めに済ませる。
◆�大雨による浸水や土砂災害、河川の増水・氾濫の危
険があるので、低い土地や斜面のそばに居る方は早
めの避難も大事。
◆�常に最新の気象情報を入手し、自治体から警戒レベ
ル４の避難指示が発令されたら
危険な場所から全員避難する。

【台風が接近して大雨や暴風の影響を受け始めた時】
◆なるべく外出は避ける。
◆�テレビアンテナや屋根の補修のためなど、屋根に上
ることはしない。
◆�急な崖や増水した河川や用水路、高波の打ち寄せる
海岸には絶対に近づかない。
◆�農地や漁船等の状況が気になっても、決して様子を
見に行かない。

お問合せ先　
　札幌管区気象台　防災調査課　電話�011-611-6149

税務課� （庁舎②番窓口）

企画観光課� （庁舎⑦番窓口）

他機関からのお知らせ

納期限　９月30日（金）
　固定資産税　第３期納期限
　国民健康保険税　第４期納期限
　後期高齢者医療保険料　第４期納期限

※忘れずに納めましょう
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都道府県庁や市町村役場の職員を名乗る人から、メールや電話で個人情報を尋ねる連絡があった。本物だろ
うか、というご相談や、未受領の還付金があるので至急手続が必要だと連絡があり、一時的に手続費用がかか
ると言われた。手続費用は後から返金されるという事だったが本当に還付金があるのか、また、手続費用を支
払っても大丈夫か、というご相談が本相談窓口を含め、全国の相談窓口に寄せられています。
公的機関の名称だと信用してしまい、すぐに手続をしようとする方が多いと思いますが、たとえ公的機関の
名称で連絡があったとしても、すぐに個人情報を教えないようにして、正しい連絡先で、その連絡が本物であ
るかどうかの確認をしてください。また、還付金があるという連絡があった場合でも、金融機関のATMで手
続することで、還付金を受け取れることはありませんし、公的機関から還付金や給付金を受け取るために一時
的にお金を立て替えて、その後返金されるという事はありません。
公的機関と思われる名称の発信者からメールや電話で連絡を受けたとしても、すぐに回答したり、お金を支
払ったり、手続をしたりせず、不審な点があった場合は警察や相談窓口、役場へご連絡下さい。

公的機関をかたるニセのメールや電話にご注意ようてい地域消費生活相談窓口
電話 0136-44-1600

自衛官採用試験案内

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日
自衛官候補生
（第４回） 採用予定月の１日現在

18歳以上33歳未満の者

10月３日（月）～11月11日（金） 11月27日（日）・28日（月）

自衛官候補生
（第５回） 10月３日（月）～12月９日（金） 12月17日（土）、18日（日）

高等工科学校生徒 令和５年４月１日現在
15歳以上17歳未満の男子

令和４年10月１日（土）
～

令和５年１月６日（金）

１次：
令和５年１月14日（土）

・15日（日）
２次：
１次試験合格通知でお知らせ
します

お問合せ先　倶知安地域事務所（倶知安町南３東１）� 電話�0136-23-3540
　　　　　　　留寿都村役場企画観光課� 電話�0136-46-3131
　　　　　　　自衛官募集相談員　森川勝之� 電話�090-2818-9144

しりべし弁護士相談センター� ９・10月
毎週水曜日　13：00～16：00

※相談は事前予約制
※予約受付時間　�月～金　10：00～16：00�

（12：00～13：00を除く）
※�申込・お問合せ先
住所�岩内町字高台84番地3（佐藤精肉店となり）
電話�0135-62-8373

９月 ７日、14日、21日、28日
10月 ５日、12日、19日、26日

弁護士無料法律相談会� ９・10月
留寿都村公民館

13：00～14：30(14：30終了)

※�新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら電話相談へ変更となる場合があります。
※１人30分（１日３人まで）
※�事前予約をお願いします。（空きがあれば当
日でも可）
※�申込・お問合せ先�
総務課　電話�0136-46-3131

９月 ９日（金）　10月 14日（金）
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（わな及び銃器による捕獲駆除数：
� ７月末現在の今年度累計）

◉シ　　　カ�：�65頭

◉アライグマ�：�34頭

◉タ　ヌ　キ�：�１頭

◉キ　ツ　ネ�：�８頭

◉カ　ラ　ス�：�２羽

◉ハ　　　ト�：�０羽

有害鳥獣の
捕獲駆除頭数について

農林課　電話�0136-46-3131お問合せ先

こんにちは赤ちゃん
７月22日	 タマン　聡

さ

埜
や

くん
保護者／ナビンさん＝友美さん（北町）

お悔やみ申し上げます
７月16日	 土屋　政子さん　満64歳（北町）
７月26日	 反保　正幸さん　満95歳（向丘）

７月１日～７月31日届出分

❶携帯電話などから、下記アドレス宛に空メールを送る。
❷ ①の後に送られてくるメールに記載されたURLに接続する。
❸名前や希望の配信内容等を登録する。
　※「生活情報」は、必ず選択してください。

登録方法１

【登録用空メールアドレス】e-rusutsu@xpressmail.jp

【登録用QRコード】

ルスツコミュニティーメールは、防災広報無線の放送内容を
メールで配信するサービスです。

自宅に居ないときも、村からのお知らせを携帯電話や
パソコンのメールで確認できます。

ルスツコミュニティーメールに登録しよう！

❶ QRコードを読み込んで空メールを送る。
❷ ①の後に送られてくるメールに記載されたURLに接続する。
❸名前や希望の配信内容等を登録する。
　※「生活情報」は、必ず選択してください。

登録方法２

お問合せ先　企画観光課　電話�0136-46-3131

発行：留寿都村	 	 編集：企画観光課広報広聴係
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地
電話	０１３６-４６-３１３１　ＦＡＸ	０１３６–４６–３５４５
ホームページ　https://www.vill.rusutsu.lg.jp
表紙題字デザイン：長谷川　雄一さん（元地域おこし協力隊）
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人口と世帯（外国人を含む）

令和４年７月末現在

人口

男性

女性

世帯

	1,850	（前月比－11）
内外国人	128（前月比＋９）
	 947	（前月比－８）

	 903	（前月比－３）

	 988	（前月比－７）

2022年９月号18
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