
月に一度、大切な生活情報をお届けします

名寄市ホームページ
　http://www.city.nayoro.lg.jp/

「風連町」合併特例区ホームページ
　http://www.city.nayoro.lg.jp/
               ny_cntnt/furen/index.html

広報なよろは名寄市ホームページでも
ご覧いただけます

主な内容主な内容

特 集特 集

市民の生活情報誌
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８月９日　市理事者による災害現地調査【智恵文地区】

　＜河川があふれ冠水被害があったかぼちゃ畑＞

■記録的な大雨による被害
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７月２９日

11：57　　大雨警報（浸水害）が発表される。

12：20　　旭川地方気象台より大雨情報。夕方まで不安定な状況にあり強

　　　　　い雨が降るが、夜間には解消されるとの情報が入る。

13：30　　豊栄川の増水、豊栄川遊水池に浸水

14：48　　大雨警報（浸水害）のほかに大雨警報（土砂災害）が発表され

　　　　　る。

15：32　　大雨警報（浸水害、土砂災害）のほかに洪水警報が発表される。

17：38　　大雨警報のうち浸水害が解除される。

18：50　　一時的に雨が上がる。

21：00　　再度強雨となり、河川の水位が上昇し始める。

21：15　　災害対策本部設置

　　　　　・徳田しらかば１号線周辺住民に避難勧告を発令

21：40　　上川総合振興局を通じ、自衛隊に災害派遣要請

７月３０日

０：40    風連南区町内会（緑町地区）30戸に対して、避難勧告を発令

２：37　　大雨警報（土砂災害）が解除される。

５：58　　洪水警報が解除される。

７：25　　名寄・風連両地区の避難勧告の解除、自衛隊災害派遣要請を　

　　　　　解除

７月３０日～３１日

　　　　　被災箇所の確認及び床上浸水世帯の家具などの運び出しを支援

８月２日　※土嚢の撤収開始

８月４日

10：30　　災害対策本部廃止

※詳細は名寄市ホームページ＞緊急・防災情報＞防災情報をご覧ください。

2 : 37　　大雨警報（土砂災害）解除。

5：58　　洪水警報解除。

7：25　　名寄・風連両地区の避難勧告を解除するとともに、自衛隊災害

経過の概要

人材開発センター

特養　清峰園

西町ｺﾐﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

B&G海洋センター

避難場所 避難世帯・人数

１０世帯　２３人

２０世帯　４２人

　８世帯　１６人

１０世帯　１６人

避難の状況

３１件

１件

名寄地区 風連地区

１０件

４件

被害の状況

床下浸水

床上浸水

床上浸水家屋

浸水があった世帯の

ボートによる救助のようす

８月９日　市理事者による災害現地調査【風連地区】

　＜河川があふれ冠水被害があったたまねぎ畑＞

ゴミ収集と消毒の実施

徳田しらかば１号線が冠水。消防・消防団・

市職員よる付近住民の安否確認と避難誘導

■記録的な大雨による被害
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広げよう
介護予防の

輪

　　　
　－サ

ポーターが『介護予防』をより身近なものに－

名寄市元気会が行なっている体操のようす

名寄市元気会での体力測定
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「運動を覚えたい！」「食事会で使えるレクリエーションを知りた
い！」という意欲のある方は、ご参加ください。みなさんで楽しく
介護予防について学びましょう！

ところ　　総合福祉センター　１階多目的ホール（名寄市西１条南
　　　　　12丁目）
対　象　　５回全てに参加でき、講座終了後、地域で活動できる方
定　員　　先着20名（初回受講者優先）
申込期日　10月22日（金）
問い合わせ・申し込み先　地域包括支援センター（名寄庁舎内）
　　　　　   ０１６５４③２１１１　内線３２６５

今年度も下記日程で介護予防サポーター
養成講座を開催します！

日　　程　

１１月　１日（月）

１１月　４日（木）

１１月　８日（月）

１１月１１日（木）

１１月１２日（金）

高齢者の体のしくみを知ろう！

みんなで楽しめるレクリエーション

寝たきり予防のための運動体操

介護予防サポーターになろう！

お口の健康についてのお話

テーマ 内　　容

体のしくみについての講義と高齢者

擬似体験、介護予防についての講義

レクリエーションの体験

嚥呼体操の体験、体力測定

体操の指導体験、講座のまとめ

講義とレクリエーション

えんこ

■広げよう・介護予防の輪



    こんにちは！
　 名寄市長　加藤剛士です
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　名寄市長　加藤剛士です

Collaboration of Koho and Air Tssshi.
Hello! Takeshi Kato Mayor of Nayoro.
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Collaboration of Koho and Air Tssshi.
Hello! Takeshi Kato Mayor of Nayoro.

Collaboration of Koho and Air Tssshi.
Hello! Takeshi Kato Mayor of Nayoro.

「ひまわりのまち・なよろ」を目指して

　　　　　 まず、名寄のひまわり畑の歴史などをお聞

かせください。

　　　ひまわり畑は、名寄市では1989年から18年間にわ

たり、智恵文地区で地元農家と観光協会がタイアップし

て、最大時には17haの面積を作付し、観光資源として親し

まれてきました。観光客による農作物の病気被害の懸念

もあり、智恵文地区での大規模な観光栽培は行われなく

なりましたが、2007年以降はＭＯＡさんのご協力、名寄振

興公社の努力もあって何とかひまわり畑は続けられてい

る状況です。

　　　　　　ひまわりを見て楽しむほかに新たな産業振興

策としてプロジェクトが立ち上がったと伺っていますが。

　　　２年前の2008年から名寄市立大学道北地域研究所

が、健康に大変良い新品種の「高オレイン酸ひまわり」の

栽培・搾油の研究を始めました。２年目である昨年（2009

年）、ひきつづき大学（地研）では事業化に向けてのさら

なる調査研究と民間へのプレゼン活動が行われました。し

かし、事業化は時間と労力・多額の資金を要することもあ

り、民間団体・企業を回ってもなかなかいい返事がもらえ

ない中、当時民間人であった私のところに大学（地研）の

方が来たのがはじまりです。

　　　　　　今年は、一般の畑でもひまわりを多く見か

けましたが、この事業との関連があったのでしょうか。

　　　事業化プロジェクトのお話を聞いたとき、農業振

興・観光振興につながる、大変ではあるが価値のある事

業だと直感しました。幸いにして、智恵文地区を中心に風

連地区・名寄地区の農家の皆さんにご賛同いただき、今

年秋の収穫に向けて15戸、30ha超もの面積の「高オレイン

酸ひまわり」栽培の契約に至りました。すばらしい人材に

も恵まれて、搾油工場も完成し、何とか事業化の目途が立

ちました。

　今年はＭＯＡさんや振興公社の観賞用を含めると市内

のひまわりの作付面積は52haを超え、単一都市ではおそ

らく日本一となったはずです。2010年は、名寄市にとっ

てひまわり畑の新たな挑戦のスタートの年となりました。

　　　　　　８月、名寄のひまわりが背景となった映画

の撮影があったと伺っていますが、どのような映画だっ

たのでしょう。また、映画をとおしてのまちの売り込み

戦略などお考えですか。

　　　このたび、名寄市を舞台にした映画の撮影があり

ました。タイトルは「星守る犬」です。非常に感動的な物

語ですし、出演される俳優さんもすばらしい方ばかりでし

た。そして何といってもこの映画の重要な要素に「ひまわ

り」と「星」があります。今年オープンした天文台「きた

すばる」、そして今年新たな挑戦がはじまった「ひまわり

」。この二つが映画のキーワードとなっており、ご縁を感

じずにはいられません。この映画撮影にあたり、商工会議

所・観光協会・振興公社・ＭＯＡさんなどのご協力をいた

だき「ひまわりのまちなよろ実行委員会」を立ち上げまし

た。この映画をきっかけに「星」「ひまわり」も「もち」

「アスパラ」に続く新たな名寄を象徴する「地域ブランド

」として、明るく元気な、そして光り輝く名寄を日本中

に、世界に売っていくきっかけになればと思っています。

市民の皆さまには、名寄市を挙げての映画撮影の協力と

スタッフの方々へのおもてなしをいただきましたことにお

礼を申し上げます。

　　　　　　映画の舞台となった名寄のまちが「星とひ

まわりのまち」をキーワードとし、多くの方が名寄に訪

れていただけるといいですね。

※この企画のAirてっしでの放送時間は,毎月１日と１０日の
午前と午後の予定。土・日・祝日のときは、その翌日の放送
となります。

                市からのお知らせやイベント情報などを
　　　　　　　　紹介しています。

放送＝毎週月～金曜日　 8:10から ２12:30から ３17:10から

「名寄市からのお知らせ」を放送中

１ ２ ３

今月から始まりましたこのコーナーは、Airてっし（エフエムなよろ）
との共同企画で、市長がテーマを設定し、Airてっしパーソナリ
ティーと対談した内容を本紙掲載ならびにAirてっしで放送いた
します。
今月のパーソナリティーはAirてっし局長の太田敏一さんです。
対談では「               」と表示させていただきます。
　　　　　　　　　　　

市長

市長

市長

市長

ソナリティ
                    

Vol.1

■こんにちは！名寄市長 加藤剛士です
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美深町

中川町

　丸太押し相撲は林業のまち中川で生まれたス
ポーツで、長さ１０ｍ、重さ１００㎏の丸太を
5人で(女子は6人)双方から押し合い勝敗を競い
ます。
　続いて行われる秋味まつりは、収穫の秋を思
う存分満喫できる祭りです。会場内には、地元
の農産物や近海産の魚介類格安販売、秋味千人
なべや手打ちそば・やきとりなどの味覚コーナ
ー、姉妹町村の長野県中川村特産品コーナーを
はじめ、食欲の秋らしい露店が軒を連ねます。
　また、フリーマーケットにもたくさんの掘り
出し物が並びます。楽しいステージと、鮭のつ
かみ捕りなどたくさんの催しがあります。
　
・と　き　９月１２日（日）
・ところ　天塩川河川敷イベント広場

問い合わせ　中川町観光協会
　　　　　　　01656⑦2117

丸太押し相撲大会・秋味まつり 

　０才のお子さんから大人まで楽しめるクラシ
ックコンサートです。お子さん向けなので童謡
や楽しいお話を交えながらの楽しいコンサート
です。ご家族そろってお越しください。

・と　き　９月２６日（日）
　　　　　開場　１３：３０　
　　　　　開演　１４：００
・ところ　美深町文化会館COM100文化ホール
・チケット代　一般　　　１，０００円
　　　　　　　高校生以下　　５００円
　　　　　　　小学生以下　　無　　料

問い合わせ　美深町文化会館ＣＯＭ１００　　
　　　　　　　01656②1744　

０才からのクラシックコンサート

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)

)

｢

同時に存在する
相反する感情

相談したいけどしたくない

かまって欲しいけどほっと
いて欲しい

▼問い合わせ　
市役所名寄庁舎３階　企画課男女共同参画担当　　０１６５４③２１１１　内線３３０５
名寄市ホームページ（http://www.city.nayoro.lg.jp/）のトップ画面・男女共同参画
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まなびの  屋部まなびまなび 部

図書館

　名寄本館　大通南２丁目　　01654②4751　FAX 01654②4897
　　火・金　9:30～17:00　水・木  9:30～20:00   ※17:00以降は１階のみ
　　土・日　9:30～16:00　　　　　　月・月末・祝・年末年始
　風連分館　風連町南町84-1　　　01655③2871　FAX 01655③2380
　　月～金　9:30～17:00　土  9:30～16:00　  　日・月末・祝・年末年始休開

休

開

北国博物館　緑丘222　　・FAX   01654③2575
e-mail  ny-kitahaku@city.nayoro.lg.jp
　 9 : 0 0～1 7 : 0 0　　　　　　月・年末年始
風連分館（風連歴史民俗資料館 　風連町南町85）　　 

休開博物館

《名寄地区》

《風連地区》

自動車文庫「やまゆり号」９月の巡回日程

   2日(木)・16日(木)  北老人クラブ前

  　 　　　　　　　  ノースタウンふれあい会館前 

   3日(金)・17日(金)  コデマリ公園前

   　　　　　　　  　栄町公園前       

　　　　　　　　　  西１０南１自衛隊官舎前

   7日(火)・21日(火)  麻生公園前　

　                  　　  ライラック公園前 

　　　　　　　　　  はなぞの広場前

   8日(水)・22日(水)  緑丘第一団地　　　　　　　　　 　 

　　　　　　　　　  えんれい公園前

  　　　　　　　　　サンピラー・マーガレットヴィラ道営住宅前  

 14日(火)・28日(火)  錦町公園前 

 　　　　　　　　　 第一老人クラブ前

　　　　　　　　　  ハルニレ公園前  　　　　　　　　　　    

 　　　　　　　　　 浅江島公園築山前 

　　　　　  7日(火)  市街地区  

　　　　　14日(火)  日進・旭地区

　　　　   16日(木)  下多寄地区         

　　　　   22日(水)  東風連地区 

15:15～15:30

15:40～16:00 

15:00～15:15

15:25～15:40 

15:50～16:10

15:00～15:15

15:25～15:40  

15:55～16:15

15:05～15:20 

15:30～15:45

15:55～16:15

14:40～14:55

15:05～15:20

15:30～15:45

15:55～16:15

10:05～10:55

10:10～11:10

10:15～10:40

10:15～10:45

※風連歴史民俗資料館は、風

　連福祉センター解体工事に

　伴い10月末まで臨時休館し

　ています。

【名寄本館の予定】
●ミニ展示　「身のまわりの危険を知ろう」
           　　 「おじいちゃん　おばあちゃん」
●図書館文学講座『日本近代文学の流れ 』（全６回）
　・と　き　９月26日（日）、10月３日（日）、
　　　　　　10日（日）、17日（日）、24日（日）、
　　　　　　30日（土）
　　　　　　１３：３０～１５：３０
　・講　師　近田泰生　先生（名寄高等学校教諭）
　・受講料　無料　　　　・定　員　３０人
　・対　象　高校生以上
　・申込み　電話またはカウンターで受け付け
　　　　　（定員になり次第締め切ります）
●おはなしクラブ(毎週金曜日 15：30～)
　・と　き　９月３日、１０日、１７日、２４日
　・ところ　名寄本館２階会議室
　・対　象　３歳以上～小学生
　・内　容　絵本・紙芝居・工作ほか
●ペンギンクラブ(木曜日 10：30～)
　・と　き　９月２日、１６日
　・対　象　３歳未満児・保護者
　・内　容　２日「絵本を楽しもう！」､１６日「おじ
　　　　　　いちゃん・おばあちゃんの絵本｣

【風連分館の予定】
●秋のおはなし会
　・と　き　９月１７日（金）１１：００
　・対　象　幼児と保護者

　・内　容　絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊び、ブラ
　　　　　　ックライトパネルシアター
●おはなしタイム(水曜日 15：00～)
　・と　き　９月１日、８日、１５日、２２日、２９日
　・対　象　児童
●おはなしポケット(金曜日 11：00～)
　・と　き　９月３日、１０日、２４日
　・対　象　幼児と保護者

■北国風景画同好会「風花」会員作品展　

　「風花」は、北国博物館の風景画講座受講生により
７年前に発足した絵画サークルです。毎年恒例となっ
た作品展では、会員と講師の三宅章氏が、それぞれ新
しい作品を持ち寄って発表します。
　・と　き　９月１２日（日）まで
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール（無料）
　・主　催　北国風景画同好会「風花」(山田勉会長）

■長月ライブ～琵琶と語り～　

　秋の夜、薩摩琵琶の奏者、たいらえつこさんの古典
演奏を中心に、お話も合わせてお楽しみください。た
いらさんは1943年福岡県で生まれ、東京、札幌などを
経て現在は東神楽町在住。ライブハウスを作り、さま
ざまなジャンルの音楽家と交流しています。
　・と　き　９月１５日（水）１８:３０～２０:００
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール
　※チケット（大人1,000円、大学生以下500円）は、
　　北国博物館窓口でも取り扱っています。　
　・主　催　北・北海道国際文化交流協会
　（事務局は北北海道IT センター内　01654⑨2695）

■企画展「お針箱からミシンへ～裁縫の昭和史～」　
　所蔵資料の中から針箱、ミシン、編み機、アイロン
を中心に家庭用の裁縫道具を紹介する展示会です。昭
和の衣生活と女性の暮らしの変化を振り返ります。
　・と　き　９月１８日（土）～２９日（水）
　・ところ　北国博物館ギャラリーホール(無料)

■キノコ観察会　

　森の恵み、キノコの季節です。実際に森を歩きなが
ら、食用になるキノコ、毒キノコの種類と特徴を学
び、楽しく安全なキノコ狩りに活かしましょう。
　・と　き　９月２３日（木・祝）９:００～１２:００
　・ところ　北国博物館集合、バスでなよろ健康の森へ
　・対　象　一般市民
　・参加料　１００円（傷害保険料）
　・持ち物　野外活動に適した服装と靴、帽子、軍

手、キノコ図鑑
　・定　員　３０人
　・申込み　９月７日（火）～１５日（水）に北国博
　　　　　　物館へ。定員になり次第締め切り



なよろ市立天文台

きたすばるきたすばる

日進1 5 7 番地1 （道立サンピラーパーク内星見の丘）

　01654②3956  　　 kitasubaru@nayoro-star.jp

URL http://www.nayoro-star.jp

　 水～日・祝日 1 3 : 0 0 ～ 2 1 : 3 0　　　 月・火休開

休

西1 3 条南４丁目　　　01654②2218　FAX 01654②2356

　  8 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0　　　　　月末・年末年始開市民文化センター
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▲７月14日撮影　撮影者：渡辺文健

「宵の明星（金星）」

■天文台利用案内
　・開　館　水曜日～日曜日
　・休　館　月曜日､火曜日､２２日､２４日
　・入館料　大人５００円（４００円）
　　　　　　大学生４００円（３００円）
　　　　　　小学生～高校生　２００円（無料）　
　　　　　　※カッコ内は名寄市民料金。70歳以上の
　　　　　　方も無料となります。

■プラネタリウムのご案内
　「HAYABUSA － Back To The Earth」
　　職員投影　１５：００､１７：００､１９：００か
　ら各３０分間。
　※土曜日・日曜日の１９：００からは「HAYABUSA ロ
ングバージョン」の投影をいたします。普段の番組
よりもさらに詳しい小惑星探査機「はやぶさ」の旅
を、一度ご覧になってはいかがでしょうか。

■お月見観望会
  ・と　き　９月２３日(木)、２５日(土)
　　　　　　１８：３０～２１：３０
　・ところ　なよろ市立天文台　
　・参加費　天文台の入館料

■天体観望案内
　・月面が見える期間　１１日～２８日
　・今月見える惑星　　金星・木星・天王星・海王星
　※晴れている昼間に、望遠鏡で見ることのできる星
　　もあります。
　

■親子ふれあい体操(定員なし)
　親子で楽しく体を動かしましょう！
　・と　き　９月７日（火）１０:３０～１１:３０
　・ところ　女性児童センター｢ほっと21｣（西１１北２）

　・対　象　就学前の乳幼児と保護者

　・申込み　不要。直接会場へ。

■第６回 芸術文化鑑賞バスツアー
※内容・費用などは変更になることがあります。
　・と　き　１０月３０日(土)～３１日(日)１泊２日
　・日　程　
　　３０日　　９：００  市役所名寄庁舎前出発
　　３１日　１６：３０　市役所名寄庁舎前到着予定
　　　  　 (その他乗降場所:文化センター前・ハロー
　　　　　　ワーク前・風連駅前）

　・行き先　札幌市
　　　　　　①札幌コンサートホールkitaraにて札幌
　　　　　　　交響楽団コンサートの鑑賞
　　　　　　②本郷新記念　札幌彫刻美術館
　　　　　　③札幌宮の森美術館

　・宿　泊　コンフォートホテル札幌　　

　・費　用　１１，５００円（宿泊料、チケット代、
入館料、２日目の昼食代、傷害保険料な
どを含む）

　・定　員　３３人（最小催行人数２０人、定員を超
　　　　　　えた場合は抽選とします）

　・申込期間　９月２７日(月)～１０月１日(金)

■お母さんのためのヨガ教室(定員なし)
　ヨガでリラックスして、お母さん同士の交流も深め
ましょう！
　・と　き　９月１５日（水）１３:３０～１５:００
　・ところ　市民文化センター生活研修室(託児あり)

　・対　象　高校生以下のお子さんのお母さん

　・参加料　無料

　・申込み　９月７日(火)までに市民文化センターへ

■親子関係サポート教室
　子どもとのコミュニケーションを学ぶことで、親自
身も成長！
　・と　き　９月２２日（水）１９:００～２０:３０
　・ところ　市民文化センター視聴覚研修室(託児あり)

　・対　象　子育て中の方、その他一般市民

　・申込み　９月１４日(火)までに市民文化センター
　　　　　　へ

■第53回市民文化祭・生涯学習フェスティバル2010in

　なよろの出演・出展を募集
　１０月３０日（土）生涯学習フェスティバルの出
演・出展、１１月１日（月）～３日（水・祝）市民文
化祭の展示、１１月３日（水・祝）市民文化祭の芸能
発表について出展・出演者を募集中です。まず、市民
文化センターへお問い合わせください。
　・募集期間　９月３０日(木)まで

　夕方、西の空に見える明るい星は金星です。夕方
の空に見える金星は、宵の明星（よいのみょうじょ
う）と呼ばれています。天文台の望遠鏡では、金星
を昼間でも見ることができます。もちろん、晴れて
いないと見え
ませんが、月
のように満ち
欠けをする金
星を、ご覧い
ただけます。



申し込み・問い合わせ

　保健センター

　　名寄市西２北５丁目

　　01654②1486

　９月　５日　市立総合病院

　　　　　　　01654③3101

　　　１２日　名寄東病院

　　　　　　　01654③2188

　　　１９日　名寄中央整形外科

　　　　　　　01654③2006

　　　２０日　あかいし内科医院

　　　　　　　01654③7177

　　　２３日　名寄三愛病院

　　　　　　　01654③3911

　　　　　　　なよろ眼科

　　　　　　　01654③0746

　　　２６日　市立総合病院

　　　　　　　01654③3101

１０月　３日　市立総合病院

　　　　　　　01654③3101

急患に限ります

休日当番医

      救急医療情報案内
      フリーダイヤル
　　　　0120－20－8699

子育て保健
ミニカレンダー9月

休日当番医
急患に限ります

 2日(木) ３～４カ月児健診

　　　　 ＢＣＧ

 3日(金) のびのび親子教室

 7日(火) ちびっこひろば③

 9日(木) ３歳児健診

10日(金）親子ふれあいひろば

14日(火）もぐもぐ離乳食教室

16日(木）1 歳６カ月児健診 

24日(金）親子ふれあいひろば

25日(土）なよろ健康まつり

27日(月）股関節脱臼検診

28日(火）赤ちゃん計測日

30日(木）幼児検診・ポリオ

　　　 （風連地区）

※風連会場は風連地区の方のみ

　を対象として実施しています。

※詳しくは母子保健カレンダー

　をご覧ください。
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HEALTHY
GUIDE
HEALTHY
GUIDE

健康ガイド健康ガイド
　市では、母子健康手帳の交付時に妊婦一般健康診査受診票を
交付し、安心・安全な出産が迎えられるように、健診費用の助
成(14回分)を行っています。
　なお、名寄市立総合病院においては受診票を持参した場合、
無料で妊婦健診が受けられます。【定期妊婦健診(保険適応外)
に限る】
　他の市町村で母子健康手帳交付を受け、転入された方、道外
へ里帰り出産される方も助成が受けられますので保健センター
までご連絡ください。

　北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を
図ることを目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。

対象者　次の①～④のすべての要件に当てはまる方です。
　　　　①夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること。
　　　　②法律上の婚姻をしていること。
　　　　③知事が指定した医療機関での治療が対象となります。
　　　　（主たる治療を受けた指定医療機関の医師の紹介によ

り、指定医療機関以外で当事業の助成対象となる診
療を受けた場合は、指定医療機関の医師の証明書に
紹介診療であることと、その経費を合算して記入し
ますと助成対象となります）

　　　　④夫婦の前年の所得（合計額）が 730 万円未満であるこ
）額たい引を費経要必の上法税らか額入収総（。と　　　　　

助成の内容（額および期間）
　　　　・１回の治療につき15万円まで、同一年度２回を限度
　　　　（上限30万円まで）に通算５年間助成します。
　　　　・１回の治療に要した費用が 15 万円に満たない時は、
　　　　　その治療に要した額となります。
　　　　・保険適応されている治療は該当しません。

～安心して妊娠・出産・子育てができるために～～安心して妊娠・出産・子育てができるために～

　平成18年に厚生労働省が、妊産婦さんであることを
周囲に知らせるためのマタニティマークを発表しまし
た。妊婦さんや子育て中のお母さんを見かけたら、み
なさん思いやりのある気遣いをお願いします。

マタニティマークとは
～妊婦さんにやさしい環境づくりをめざして～

　
周
た
な

マ
～

妊婦一般健康診査費用の助成について

特定不妊治療費助成事業について

詳しくは
上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室（名寄保健所）健
康推進課健康推進係（　０１６５４③３１２１）までお問い
合わせください。
北海道子ども未来推進局のＨＰからもご覧になれます。
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９月の催し(　01654②5683）　

L

名寄市地域子育て支援センター
「さくらんぼ」
名寄市地域子育て支援センター
「さくらんぼ」
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　 健康づくり体操教室のお知らせ
・と　き　９月９日(木)、16日(木)、29日(水)

　　　　　９：30～11：15 

・ところ　総合福祉センター

・内　容　フォークダンス、民謡踊り、自きょう術

・持ち物　上靴

・申し込み　当日会場で受け付けます。

・問い合わせ　名寄庁舎２階 高齢介護課高齢福祉係

　　　　　　　　01654③2111　内線3231

●人形劇鑑賞｢クレヨンカンパニー｣

・と　き　９月２日(木)10:00～11:30

・ところ　市民文化センター

・内　容　プロの人形劇を鑑賞します。

　　　　　誘い合ってお集まりください。 

●親子あそびの広場「親子ふれあい体操」

・と　き　９月７日(火)10：00～11：30

・ところ　ほっと２１

・内　容　６月の親子ふれあい体操の２回

　　　　　目です。上靴持参。

●父親参加行事「親子ミニ運動会」

・と　き　９月11日(土）10：00～11：00

・ところ　大学公園(雨天時は大学体育館)

・内　容　パパと一緒に運動会デビューを

　　　　　しましょう。上靴持参。　　　　　

●親子講座「メークアップ講座」

・と　き　９月２８日(火)10：00～11：30

・ところ　ほっと２１

・内　容　１６日まで申し込んでください。

　　　　　定員２０人（託児あります）  

　　　



まちの話題TOPICS

 広報なよろ第54号 1２

上たかし原作コミック「星守る
犬」の映画化が決定し、名寄が舞

台となりました。ロケ地の選考にあたっ
ては、映画の背景となるひまわりの丘と
そこから見渡す街の風景が選考条件とな
り、名寄のサンピラーパークが適してい
ることから、準備が進められ８月12日か
ら名寄でクランクインしました。
　市内で「ひまわりのまち実行委員会」
による撮影支援が行われ、映画の封切り
は、来年の初夏と予定されています。名
寄が全国に映し出され、ひまわりのまち
としての知名度がアップすることが期待
されます。

村

名寄が映画のロケ地となる

名寄市役所での撮影風景

月14日に子ども盆踊り、北海盆踊
り、仮装盆踊り個人の部が行われ

ました。仮装では、昨年のエントリー
１６人に対し今年は２７人の参加があ
り、完成度の高い華麗な装いが披露さ
れ、会場は盛り上がっていました。
　１５日は雨天のため１６日に仮装盆
踊り団体の部が延期されました。９チ
ームが参加し、今年は１団体の構成人
数が多いのが特徴でした。
　１４日と１６日を合わせると述べ
２，５００人の市民が参加し、夏の夜
を楽しみました。

８

８/１４,１６　市民盆踊り大会に延べ２，５００人が参加

仮装盆踊り（個人の部）の様子

▼

▼

っしフェスティバル」が１日に天
塩川河川敷で開催されました。風

連御料太鼓の演奏や北鼓童、嗚呼ワッ
トサムなどのＹＯＳＡＫＯＩチームに
よる演舞の披露。そしてライブコンサ
ートでは札幌市在住のnatsu（ナツ）さ
んに続き尾崎亜美さんが出演。アーテ
ィストの歌声に観客は魅了されまし
た。
　また、このまつりのフィナーレとな
る花火大会では、美しい彩りが空に広
がるたび歓声が上がりました。

て

８/１　てっしフェスティバルが開催される

｢

ライブコンサートの様子(左:natsu、右:尾崎亜美）

▼

ライブコンサートの画像は
広報なよろにのみ掲載して
います。
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と　き　９月２５日(土)９:３０～１２:００

ところ　総合福祉センター（西１南12）※参加無料

★９:１５から各コーナーの整理券を配布します。

骨密度測定　先着１３０人

あなたの骨は大丈夫？
◆年齢からみた骨の健康度がわかります！

はかって予防★生活習慣病
◆見た目ではわからない内臓脂肪や筋肉
　率など、大切な体の組織・成分を一度
　に測定します。

か 予防★生活習慣病

 体内健康測定　先着１５０人

あなたの大切な血管は守られていますか？

 動脈硬化測定　先着３０人

メタボリックシンドロームにご用心!!

 内臓脂肪ＣＴ（断層）検査　先着４５人

なよろなよろ

歯の健康コーナー
　いつまでも、自分の歯でおいしく食べよう
　◆かむ力が一目でわかります！

食生活改善推進員コーナー
　おいしさいっぱい試食品!!
　◆地場産の素材たっぷり旬の味覚に
　　こだわりました！ 10:00～

販売コーナー
　ハートフルみらいの手づくりパンや、地場
産品！採りたての新鮮野菜が盛りだくさん！

保健推進委員コーナー
　足指力測定＆リズムにのって健康体操、乳
　がん自己検診法
　◆一緒に楽しく体験しませんか？

市立大学コーナー
　ノルディックウォーキング
　◆足元から若さと元気を取り戻そう！

休足日コーナー
　足の裏から心地よい刺激を
　◆毎日の元気は足の裏から！

ちびっこひろば　
　親子あそび☆のびのび子育てワンポイント
　エプロンシアターほか、
　お楽しみプレゼント
　◆時間　10:15～11:15

ＡＥＤコーナー
　あなたも救える尊い命

主催　なよろ健康まつり実行委員会　　後援　名寄開業医師会・名寄三師会
問い合わせ　保健センター〈事務局〉　　０１６５４②１４８６

行き　風連庁舎８:４５→風連駅前８:５０→総合福祉センター着９:１０

帰り　総合福祉センター発１１:３０で同経由となります

行き　風連庁舎８:４５→風連駅前８:５０→総合福祉センター着９:１０

帰り　総合福祉センター発１１:３０で同経由となります

送迎バスのご案内（風連地区）送迎バスのご案内（風連地区）

みんなでひろげよう健康の輪！

６月～８月で、あるキングに参加した人の中からウォーキ
ング(歩数)の多かった10位までの方を表彰します。

なよろ健康あるキング表彰式 11:00～



問 問い合わせ 申 申し込み

名　名寄庁舎（　 01654③2111）

風　風連庁舎（　 01655③2511）
暮らしのお知らせ

 広報なよろ第5４号 １４

暮らしのリサイクル
（10：00～16：00）

○ゆずります

　●本棚 　

  ●洗濯機（二層式）

　●食器棚　　

  ●ＶＨＳレコーダー

　●ソファー（一人掛け）

○ゆずってください

　●ベビーベッド　

　●チャイルドシート

　●大人用自転車と子供のカゴ(後部)

　●ぶら下がり健康器

夜間納税窓口
（17:30～19:30）

社会保険事務相談窓口

と　き　９月１４日（火）
        １０:３０～１６:００
ところ　名寄商工会議所
完全予約制
　０１６６（７２）５００４

移　動　窓　口

と　き　９月２４日（金）
　　　　　　２７日（月）
ところ　名寄庁舎２階
　　　　税務課納税係10

23

40

23

40

23

40

23

50

(
)

10

31

(日)

30

10

14

(木)

22

‐

18

(土)

10

11

994512

31

8812

12

12

31

※

60
18

(土)

20

(月)

17

17

(金)

13

30

15

30

15

(水)

16

(木)10
6565

※

23

風 問名

問



 15 平成22年９月号

弁護士に相談してみませんか？

旭川弁護士会　(0166)51-9527

名寄法律相談センター
法律相談の日時・場所

法律相談の予約方法

毎日午前10時～午後４時までに電話にて

旭川弁護士会事務局へ(但し､土・日・祝祭日を除きます)

 

日　時

場　所

法律相談

広告

お問い合わせご予約は

クレジット・サラ金・過払金請
求、離婚・相続、売買・借地借
家、交通事故・医療事故をはじ
め、全般にわたる各種法律問題
に対応。
相談後の正式な依頼もできます。

ご円満に解決したい困った悩み。法律のプロがしっかりアドバイス

毎月１回第３金曜日午後１時～４時

名寄市民文化センター
名寄市西13条南４丁目２番地

１人１回３０分５,０００円(要予約)

広告

　皆さまの物置等、家の周りに使用済みのガス容
器はありませんか？空容器でも、放置しておきま
すと大変危険です。
　無償にて回収しておりますので、プロパンガス
販売店までご連絡くださいますよう、お願いいた
します。   　  　

●●名寄プロパンガス協会●●

問 問い合わせ 　申 申し込み 

名　名寄庁舎（　 01654③2111）

風　風連庁舎（　 01655③2511）

226号 ２階西1条北11丁目 3LDK 66.5㎡
18,600円
　～27,700円 S59 世帯のみ

改良住宅

字緑丘6番地 61.0㎡
19,700円
　～29,300円511号 １階1LDK市営緑丘第１団地 H 8 シルバーハウジング

単身者のみ

3LDK 74.8㎡
21,100円
　～31,400円風連町北栄町371号 １階 H11市営風舞団地 世帯のみ

団　地　名 住　所 規　格 家　賃

市営東光団地

市営栄町５５団地

市営ノースタウン
なよろ団地

125号

536号

130号 東1条北6丁目

風連町北栄町

2DK

2LDK

2LDK

建築

世帯のみ

世帯のみ
改良住宅

59.5㎡

66.6㎡

62.1㎡

50.9㎡

２階

３階

３階

S59

H 1

H 3
18,500円
　～27,600円

18,100円
　～26,900円

21,600円
　～32,200円

18,600円
　～27,700円

備　考

3LDK
15,200円
　～22,600円

115号 １階

201号 ２階

22号 平屋市営新北栄団地

東8条南9丁目

H15

H17

西1条北11丁目 3LDK 66.5㎡

西1条北11丁目 3LDK 66.5㎡

東8条南9丁目

18,000円
　～26,900円 S57 世帯のみ

改良住宅

シルバーハウジング
単身者入居可

世帯のみ

世帯のみ

市営栄町５５団地

市営栄町５５団地

市営東光団地

（金）

(木)

14

(火) 

14

⅓

23

31

 

 

 

 問

※住宅により家賃のほかに共益費（共用部分の電気代、除雪費など）、浴槽やボイラのリース料など
　が別途かかります。

60

問 建設水道部　都市建築課　住宅係　　　３階（内線３３５３・３３５４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　２階（内線２１２）風

名



 広報なよろ第54号 16

開催日 時　間 区　分 会　　場

9:30～12:00

13:00～17:00

9:30～12:00

13:00～17:00

9:30～12:00

13:00～17:00

9:30～12:00

13:00～17:00

9:30～12:00

13:00～17:00

10月4日(月)

10月5日(火)

10月6日(水)

10月7日(木)

10月8日(金)

名寄庁舎　４階大会議室

名寄庁舎　１階ロビー

ふうれん地域交流センター

２階中会議室

説明会・相談会

相談会

説明会・相談会

相談会

説明会・相談会

相談会

相談会

相談会 名寄庁舎　１階ロビー

智恵文支所　大会議室

風連庁舎　１階第１会議室

問

問 問い合わせ 　申 申し込み 

名　名寄庁舎（　 01654③2111）

風　風連庁舎（　 01655③2511）
｢

｣

24

(

21)

30

(木)

30

15

　を対象として実施しています。

※詳しくは母子保健カレンダー

　をご覧ください。

のびのびひろば

　
 9月15日(水）敬老の日プレゼント作り

10月20日(水）身体測定

ファミリー広場

 9月11日(土）戸外あそび(なよろ健康の森へ)

 9月25日(土）講演(名寄大谷認定こども園の

            養護教諭)

10月 9日(土）リズムあそび

10月23日(土）読み聞かせ

９月・１０月の行事予定

※土曜日も子育て相談・電話相談を受け付けています

月～金(平日)　　９：００～１０：３０

土曜日(開放日)１０：００～１１：３０

ところ　名寄大谷認定こども園保育園２階

　０１６５４⑧７７１１

名寄大谷認定こども園
子育て支援センター「ちゅりっぷ」

▼と　き　

　９月15日(水)・９月22日(水)・

　９月29日(水)　10:30～12:00

▼ところ　

　女性児童センター｢ほっと21｣

▼講　師　

　小林　亜土さん

 (レイアロハスタジオ旭川水田

　よし子主宰インストラクター）

▼参加料

　無料

▼定　員

　15人（全３回参加可能な方）

▼持ち物

　動きやすい服装・必要な方は

　飲み物と筆記用具

▼申込期限

　９月11日(土)

※定員になり次第締め切ります。

　　女性児童センター

　　　０１６５４③３４６５

健康講座フラダンス教室

16

17

14

(火)

13

(水)

13

10

13

(水)

13

９

１

(水)

13

10

26

(火)

13

９

(火)

13

問

問

問名

名



 17 平成22年９月号

 

 
　　　　　　市民相談室

　ところ　名寄市民会館１階(大通北1)

　申・問　　01654③2111（内線3616）

市民相談　9:15～16:00

　と　き　月～金曜日

無料法律相談　11:00～

　と　き　　９月　５日（日）

　　　　　１０月　３日（日）

　※事前予約が必要です

行政相談　13:00～16:00

　と　き　　９月　９日（木）

　　      

結婚相談

　と　き　第１金曜日 17:30～19:00

　　　　　その他の金曜日 13:00～15:00                             

消費者相談　9:15～16:00

　と　き　月～金曜日

　ところ　市民会館２階

　　　　　消費者センター

　　　　　　 01654②3575

労働相談　8:45～17:30

　と　き　月～金曜日

　ところ　名寄庁舎３階

　　　　　産業振興課労働相談所

　　　　　　 01654③2111

人権相談　8:30～16:30

　と　き　月～金曜日

　ところ　旭川地方法務局名寄支局

　　　　　　 01654②2349

心配ごと相談（24時間）

　と　き　月～金曜日

　ところ　総合福祉センター

　　　　　　 01654②3968

精神障害者生活相談

（酒害相談も）13:00～15:00

　と　き　毎月第３木曜日

　ところ　総合福祉センター

　　　　　　 01654②3968

教育相談ハートダイヤル

　9:00～17:00

　と　き　月～金曜日

　ところ　女性児童センター

　　　　　　 01654③1000

無料相談窓口

12

(

)

17

20

45

21

11

｣
｢

｣
｢

｣
｢

(

)

(
)

23

18

24

10

23

(土)

11

４

(木)

18

21

11

(土)

(日)

12

(金)

18

21

10

30

(土)

31

(日)
11

30

(火)

(月)

10

(金)

 

問

問

(
･

)

30

(木)

10

(

)

10

(月)

No.区分 所在 地番 地積/㎡ 売却価格

土地

土地 風連町仲町

風連町仲町

56番２

56番１ 452.74

452.71

3,169,000円

3,248,000円

１

２

３
土地

建物

大通北５

大通北５

４番７

４番７ 1F 56.70

2F 25.11

257.84
3,472,000円

※建物については、昭和51年10月建築(築33年)構造は木造

　一部２階建て

※売却条件につきましてはお問い合わせください。

問

申名

秋の全国交通安全運動　９月２１日(火)～３０日(木)

高齢者の歩行者事故防止５つのポイント
１．通り慣れた道路でも、横断する前に必ず安全確認を！

２．青信号でも右・左折車の動きに目配りを！

３．道路の左右の見通しが悪いところでの横断禁止！

４．近づいてくる車があるときは通りすぎるまで待つ！

５．特に夜間は、左からくる車にしっかり目配りを！

　（ドライバーから横断歩行者が見づらい傾向にあります）
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 名寄市役所名寄庁舎　〒096-8686 北海道名寄市大通南１丁目１番地　　01654③2111 FAX 01654②5644
名寄市役所風連庁舎　〒098-0507 北海道名寄市風連町西町196番地１　 01655③2511 FAX 01655③2510
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平成22年９月1日発行　第54号

ス

・紅花杯ソフトバレー
　ボール大会

・全国高校バスケット
　ボール選抜優勝大会
　名寄地区予選
　（20日まで）

・高校はまなす杯
　バレーボールリーグ

会
・道北文化集会
　9:00～15:00

○下弦

●新月

○上弦

○満月

女

文

ス

文

ス

ス

女

　

日

 

日の出 日の入 月の出 月の形 月の入

 

日

９月の太陽・月の暦

 1日

10日

20日

30日

4時50分

5時01分

5時12分

5時24分

18時09分

17時53分

17時34分

17時16分

21時21分

 7時09分

15時54分

21時06分

12時25分

18時18分

 1時56分

12時15分

 2日

 8日

15日

23日

女

ス

ス

のうごきのうごき

　風連ふるさとまつりが８

月１２、１３日と行われま

した。

　祭りのメインは「風舞あ

んどんオン・エア」。風連

駅前通を会場に１６基の色

鮮やかな風舞あんどんが太

鼓や笛の音とともに練り歩き、沿道に集まった大勢の市民を

魅了しました。　　　　　　　　　　　（８月１３日撮影）

文 …市民文化センター　ス …スポーツセンター  陶 …風連陶芸センター　北 …北国博物館　女 …女性児童センター

 

 

陶

９月(長月)市民カレンダー

今月の表紙

北

夏の夜を彩る　風舞あんどん

土土土金金金水水月月日

September Calendar

1

・運転免許更新時講習会
　優良13:00
　一般14:00

2

86 7 9

3

1513 1412 16

1110

222019 23

17 18

24

火

文

文

25

26

 

　

29 30

　

 

日

 
 

　
　

4

5

・女性児童センター
　バス遠足
・秋季近隣中学生バドミ
　ントン大会
　

・本のよみきかせ
　13:30～（25日も)

・早朝診療　※要予約
　7:00
　風連国保診療所

・｢広報なよろ｣10月号
　配布予定日
・スポーツセンター
　休館日

・運転免許更新時講習会
　優良13:00 初回14:00
　一般17:30

　

　

・小さな自然観察クラブ
　9:00～15:00
・原田さんの工作と本の
　よみきかせ
　13:30～

・モルテン杯中学生新人
　バレーボール大会

・運転免許更新時講習会
　優良18:00
　違反19:00
・陶芸教室　※要予約
　 9:00～12:00
　13:00～16:00
　18:00～21:00

・チームジャンプ in
　NAYORO 2010

火火 木木

・幼年消防防火フェス
　ティバル
　スポーツセンター駐車場

・陶芸教室　※要予約
　 9:00～12:00
　13:00～16:00
　18:00～21:00

影

平成22年7月末日現在　※（　）は前月末比

人口　30,603人（－25）男14,817人（＋7）女15,786人（－32）

世帯数14,720世帯（＋4）　外国人登録者147人（＋1）

警察では身の回りの事件や事故、不安
な出来事など生活の安全に関する幅広
い相談に応じています。
警察相談電話「　♯9110」または
名寄警察署　01654②0110

９月１１日は｢警察相談の日｣
悩むよりかけて安心♯９１１０

警察相談の日

陶

会 …市民会館

ス

杯
リーグ

会

ケット
勝大会

バレー
ス

ス

13 14

20

文

風舞あんどんにて


