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■お問い合わせ　農林水産課林業水産係 ☎82-1001（内線232・234）　天塩警察署豊富駐在所 ☎82-1703

人身事故を防ぐた
めにヒグマに

よる

　道内では4月上旬に山菜採りの男性がヒグマに襲われて死亡するという人身事故をはじめ、例年
にも増して人間の生活域における出没が顕著となっております。
　豊富町でも、ヒグマが８月までに13回出没していることから、ヒグマとの遭遇を未然に防ぎ、事故
に遭わないよう十分注意する必要があります。
　ヒグマは山で生活しております。野山に入るときには、ヒグマがいることを前提に次のことに注意
しましょう。

ヒグマと遭遇しないために…

　出没情報のある区域や、ヒグマの出没を知らせる看板がある場所への立ち入りは避
けましょう。また、イヌを連れての立ち入りは、ヒグマを興奮させることがあるため危険
です。

野山に入る前に

　ヒグマの出没が予想される野山では、単独行動を避け、常に複数での行動を心掛けま
しょう。野山での単独行動は、人とヒグマの双方で気付くのが遅れ、危険な状況になる場
合があります。
　また、鈴などの鳴り物を携行したり、見通しの悪い場所では笛を吹いたり大声を出すな
ど、人の存在を早めにヒグマに知らせる工夫をしましょう。
　特に、ヒグマの活動が活発になる早朝や夕方、ヒグマが人に気付きにくい沢、音の大き
な場所や悪天候（濃霧や雨）のときには注意が必要です。

ヒグマに出会わない工夫を

　においの強い食料はヒグマを引き寄せる場
合がありますので控えましょう。また、残飯、空
き缶などのゴミは必ず持ち帰りましょう。
　ゴミを捨てたり埋めたりすると、ヒグマがこ
れらを食べて味を覚えてしまいます。いったん
味を覚えたヒグマは、これらの魅力的な食物を
得るため、人に対して危険な行動をとるようになることが知られています。

野山での飲食の際に

ヒグマに遭遇したら…

　落ち着いて状況を判断してください。ヒグマがこちらに気付いていないなら、その場
を静かに立ち去りましょう。子グマを見つけても絶対に近づかないでください。不用意
に近づくと母グマの攻撃を受けます。

遠くにヒグマを見つけたら

　ヒグマの移動する方向を見定めながら、静かに立ち去りましょう。慌てることは事故に
つながります。まずは落ち着いてください。普通にしていれば、ほとんどのヒグマは立ち
去ります。

ヒグマがこちらに気づいていたら

　ヒグマから視線を外さず、ヒグマの動きを見なが
らゆっくりと後退してください。この時、リュックや服
など持ち物をそっと置くとヒグマの気を引いて時間
を稼げます。ヒグマに持ち物を
取られても取り返そうとしては
いけません。ヒグマに攻撃され
る恐れがあります。

それでも近づいてきたら

　ヒグマに遭遇したり、足跡などの痕跡を見つけた場合は、農林水産課林業水産係または
警察に情報をご提供ください。

ヒグマの足跡 ヒグマの糞
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豊富町役場からのお知らせ

令和3年度中山間地域等直接支払制度の活動について

農林水産課酪農振興係 ☎82-1001（内線233）お問い合わせ

令和3年度 工事等入札結果表

■令和３年度　豊富町の中山間地域等直接支払制度の取り組み

　中山間地域等直接支払制度とは…農業生産条件の不利な地域などにおいて、農用地を維
持・管理していくため各集落が締結し、農業生産活動などをおこなう場合に、面積に応じて一定
額を交付する国の仕組みです。

　令和２年度から第５期中山間地域等
直接支払制度がスタートし、その継続
として次の内容が実施される予定です。

①コントラ事業運営費助成
②草地改良助成
③明渠排水路整備

（令和3年7月16日～8月15日まで）〈落札価格250万円以上〉
入札年月日

R3.8.5 林業専用道57林班2号線開設工事 16,170千円 道北建設㈱ 農林水産課 福永
事業名 落札価格（千円） 落札業者名 担当課 工事住所

今号のテーマ TOYOTOMI
マンホールコレクション

　利尻礼文サロベツ国立公園の玄関口、サロベツ原野から望む日本海
を背景として、海岸草原に咲く代表的な花「エゾスカシユリ」、豊富町の
花「エゾカンゾウ」、町から一望できる「利尻富士」をデザインしました。

■豊富町下水道デザインマンホール［since2002］

　平成元年度に酪農が盛んな豊富町を盛り上げるために誕生した「と
よとみ君」は愛らしい顔が注目を集め、子どもたちに人気のご当地ゆる
キャラです。そんな「とよとみ君」をマンホールにデザインしました。

■とよとみ君マンホール［since2002］

■豊富町下水道デザインマンホール
　夕景カラー［since2018］

■豊富町下水道デザインマンホール
　ホルスタインカラー［since2020］

　このデザインは「酪農と観光のまち」を推進するため描
かれたものであり、その中にある優しいタッチの牛は「豊
かな資源のある豊富町」から、歴史ある現行の基幹産業
を維持しながらも、時代の波に乗り、何か新しい産業を掘
り起こすといった可能性を秘めています。

■とよとみモーモーマンホール［since2021］

〈紹介文より〉　ママが恋しい　アローラロコン　
ミルタンクのおなかに　あらあらゴロン

■ポケふた豊富町［since2019］

上下水道情報

美味しい水道水は、美味しい牛乳の源泉。

・水道のトラブルは「豊富町給水装置工事指定業者」へ依頼してください。
「豊富町給水装置工事指定業者」は、(有)豊富水道・安藤管工設備(有)・恵菱設備（株）です。

●お知らせ

上下水道情報

建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・157）お問い合わせ

　私たちが普段何気なく歩いている路上の足元には「マンホール」（下水道点検用鉄蓋）があります。その１枚に
は豊富町の全てが凝縮し描かれています。これは日本の文化ともいえる地域の特色を表現した路上の展示物で
あり、豊富町には数種類のマンホールが存在しますので、今号にてご紹介します。

豊富浄化センター展示

豊富浄化センター展示

湯の杜ぽっけ展示

豊富町観光情報センター展示

ふらっと★きた正面玄関設置

役場ロビー展示

④耕作放棄地の監視
⑤鳥獣被害対策に係る
　駆除等費用助成
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「おかし」を守って避難
　豊富保育園にて「避難訓練」がおこなわれました。
　園児たちは避難する際のお約束「おさない・かけ
ない・しゃべらない」を頭文字に取った「おかし」を
守りながら、保育園から避難しました。
　避難した後、豊富消防署員による放水体験や、
消防車と救急車を見学しました。「はたらく車」の車
内に園児たちは興味津々の様子でした。

7月13日（火）

兜沼の繁栄を祈ってお神輿かつぎ
　兜沼地区にて「兜沼神社祭」がおこなわれました。
　天狗を筆頭に子ども神輿と大人神輿が繁栄を
祈って地区内を渡り歩き、まちを活気づけました。
　30℃弱の夏日となった中での神輿行列でした
が、参加者は楽しそうに神社まで練り歩き、ゴール
した後は、夏を楽しむグッズなどが当たる抽選会が
おこなわれ、参加者たちは交流を深めました。

7月25日（日）

将来を真剣に考える
　町民センターにて、豊富中学校３年生と豊富高校１・２
年生を対象とした「進学ガイダンス」が開催されました。
　生徒たちは自分の進みたい分野の大学や専門学校
などのブースで説明を聞き、それぞれの興味のある職
種について説明を受けました。仕事の体験談や勤務体
系、学校選択の大切さなどを学び、将来進む道への意
識を高めました。

7月14日（水）

みんなでがんばるぞ！えいえいおー！
　保育園グラウンドにて「うんどうかい」がおこなわれました。
　園児たちは元気いっぱいに走ったり、障害物に果敢に挑
んだり、みんなで協力してつなひきをおこなうなど全力で
競技に臨みました。
　最後には、頑張った証として全員に金メダルが授与され、
ひとまわり大きく成長したかっこいい園児たちの達成感あ
る顔を見ることができました。

7月31日（土）

8月1日（日）
忍者のように速く走ろう！
　スポーツセンターにて「夏休み小学生陸上教室」がお
こなわれました。
　健康運動指導士の川﨑さんが先生となり、ミニハー
ドルなどを使って、腕の振り方や足の着地する順番など
速く走るためのコツを学びました。最後には、学んだこ
とを活かしてしっぽ取りゲームをおこない、子ども達は
正しいフォームで速く走ることの楽しさを味わいました。

「学び」の教室　サマーチャレンジ
　セミナーハウスと町民センターにて「サマーチャレンジ」が
おこなわれました。
　稚内北星学園大学の学生と豊富高校の生徒が講師となり、
町内の小中学生44名が参加しました。小中学生は算数・数学
の基礎的な学習をはじめ、夏休みの宿題などを持ち込み、勉強
を教わりました。
　勉強後にはレクが実施され、遊びを通して交流を深めました。

8月6日（金）

とよとみとよとみ豊富町ホームページ「トピックス」ではイベントの記事を随時掲載しております。
ここには掲載されていないイベントの記事も掲載しておりますので
ぜひご覧ください。

北の夜空に輝く
　自然公園にて豊富町商工会主催の「サロベツ納
涼花火大会」がおこなわれました。
　今年は感染予防対策の徹底から自然公園内で
のイベントを中止し、無観客での開催となりました。
打ち上げ開始から約２０分の間に「夜空に押花」
「サマーナイトカーニバル」など９種類の花火が打
ち上がり、夏の豊富の夜空を鮮やかに彩りました。

8月7日（土）

願いごとが叶いますように
　保育園にて「七夕まつり」がおこなわれました。
　毎年町内の方々を招待しておこなうおまつりでした
が、今年は新型コロナウイルスの影響により、園児たち
のみで楽しみました。
　園児たちは柳の木にそれぞれの願いごとを書いた短
冊を吊るし、練習してきた盆踊りを踊ったあと「ヨーヨー
つり」や「シャボン玉くじ」など夏の縁日を楽しみました。

8月6日（金）
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T o y o t o m i  h e a l t h y  n e w s とよとみヘルシーニュース

豊富保育園では「一時保育事業」「ベビー・チャイルド・ジュニアシートの貸し出し」をおこなっております。
お申し込み、お問い合わせは、豊富保育園または子育て支援センターまで。 （豊富保育園内） ☎８２－３５８８

子育て 支援 センター

　こんにちは。今年はとても暑い夏でしたね。夏の疲れは残っていませんか？今月の温泉だよりは、医
療費控除での湯治についてお話しさせて頂きたいと思います。
　平成29年度にふれあいセンターは温泉利用型健康増進施設に認定されました。厚生労働省が定め
る一定の基準を満たし、温泉を利用した健康づくりを図ることができる施設のことを言います。これに
より、要件を満たしている場合には「ふれあいセンターでの入浴料」と「施設までの往復交通費」が所得
税の医療費控除の対象となります。
　医療費控除申請を希望する場合には、医師に相談し、温泉療養指示書を貰う必要があります。温泉
療養指示書とは医師が｢この人は温泉を利用することで治療効果がありそうだ｣と診断した方に対して、
どのように湯治をしたら効果が出るのかを示した文書になります。指示書を受け取りましたら、コン
シェルジュ・デスクで面談し、指導を受けながら施設の利用をします。控除額は所得などによって変わっ
てくるため、税務署にご確認ください。
　また、皮膚疾患に効果があることで有名な豊富温泉ですが、豊富温泉の効果は、皮膚疾患だけでは
ありません。皮膚以外の慢性的な疾患でもお医者様が認めてくだされば、医療費控除の対象となります。
　もう少し詳しくお聞きになりたい方は、豊富温泉コンシェルジュ・デスクまでお気軽にお問い合わせく
ださいね。

お問い合わせ

ぬ
く
ぬ
く
の
温
泉
だ
よ
り

豊富温泉コンシェルジュ・デスク（ふれあいセンター2階）☎82-3782　http://toyotomi-onsen.com

すこやか
情報館

四ツ辻　悠衣保健師

暑い夏が終わり、すっかり秋ですね！
今月は今年度最後のいきいき健康ドックのお知らせです。

〈佐々木〉

■ご予約・お問い合わせ　豊富町保健センター　☎82-3761

子育て支援センターは９月12日までお休みとさせていただ
きますが、電話での相談などは受け付けております。

　子育て支援センターには、子ども達が手にとって自分で見れる絵本や、静かに読んでも
らう絵本がたくさんあります。0～1歳のぴよちゃんクラブでは、最後に絵本の読み聞かせ
をしますが、お母さんの膝に座ってとても上手に見てくれるのでいつも感動させられます。
　男の子に人気なのは乗り物の絵本！自分で「ガーガー、ブーブー」と言いながら見てる子
もいます。お気に入りの絵本は「もう1回！」と催促して何度も読んでほしいとせがまれます。
そんな絵本に出会えるのは幸せですね。絵本は心の栄養です。

9月の「おやこ・元気ヨガ」のお知
らせです。

●日　時　9月22日（水）10：00～11：30
●場　所　ふらっと★きた
●持ち物　飲み物、ボール代500円
●申し込み　子育て支援センター

こんにちは、子育て支援センターです。
秋風が吹き過ごしやすくなりましたね。カラダを動かしたり本を読んだり、それぞれの秋を楽しみたいですね。

子育て支援センターでのお話［遊び編］

9月はバランスボールです。
赤ちゃんを抱っこして

ポンポン弾むと楽しいですよ♪
是非、ご参加ください。

［ぴよちゃんクラブ］（０～１歳）
●日時　9月15日（水）
　　　　10:00～11:00　
［子育てサークル］（2歳以上）
●日時　9月21日（火）
　　　　10:00～11:00

9月21日は
十五夜さんです。

　ぴよちゃんクラブや子育てサークル
で、それぞれのお月見を楽しみましょう。
場所は子育て支援センターです！

参加する場合には事前にお申し込みください。子育て支援センター入室の際には体調チェックのお願いをしております。
※新型コロナウイルスの感染拡大によっては中止となる場合もあります。

※各健診（検診）の内容や対象者、料金などの詳細についてはお気軽にお問い合わせくだ
さい。

■健診を受けるとよいことたくさん！！

■いきいき健康ドック

　健診を受けると、脳卒中や心臓病などの大きな病気に繋がる可能性がある高血圧や糖
尿病などの生活習慣病のリスクを知ることができます。通院中の方も、治療で検査をしてい
る項目以外の健康状態を知るためにも、1年に1回は健診を受けましょう！

予約
受付中健 診 日

受付時間
場　　所

10月12日（火）まで（※締切厳守です！）予約締切

令和3年10月15日（金）、16日（土）、17日（日）
7：00～10：30　
豊富町保健センター

現在の身体の
状態がわかる

　豊富町では健診結果に応じて、保健師や管理栄養士より結果を返却しています。普段の
生活を振り返りより良い習慣にしていくことは、生活習慣病の予防や改善になり健康長寿
に繋がります。大きな病気が予防できると治療にかかる費用も節約でき、家計への負担も
減らすことができます。

健康長寿に
つなげられる

　いきいき健康ドックでは、基本・特定健診と一緒にがん検診なども受けることができます。
生活習慣病もがんも、初期には症状がないことが多く、気付かないうちに進行してしまうこ
ともあります。毎年健診（検診）を受けて「生活習慣病の予防・改善」と「がんの早期発見・早
期治療」に繋げていきましょう！

＋αで
さらに安心！

　昨年度の豊富町の特定健診（国民健康保険に加入している40～74歳の方対象）の受診
率は約37％！増加傾向にありますが、厚労省が目標としている健診受診率は60％です。より
多くの町民の皆さまに健診を受けてもらうことは、医療費を削減し、個人の保険料の負担を
減らすことにも繋がります。　
　生活習慣病だけでなく、コロナウイルスの重症化予防のためにも、まずは健診を受けて、
自分の健康チェックをしてみませんか？
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i n f o r m a t i o n
くらしの情報

　北海道と豊富町は、道税および町税
の収入確保を図るため、9月に個人住民
税を含む町税の滞納事案について、差
押予告や財産調査を実施し、各種財産
の差押えなど、滞納処分を強化します。
　納税がお済みでない方は早急に納税
されますようお願いします。

お問い合わせ
【道税の納税に関する問い合わせ先】
北海道宗谷総合振興局　税務課
☎33－2519
【町税の納税に関する問い合わせ先】
財政課税務係
☎82-1001（内線290・293）

　高校、大学などへの入学時・在学中に
かかる費用を対象とした公的な融資制
度です。お子さま１人につき３５０万円以
内を、固定金利（年１．６６％（令和３年８月
１日現在））で利用でき、在学期間内は利
息のみのご返済とすることができます。
　詳しくは「国の教育ローン」で検索して
いただくか、下記コールセンターへお問
い合わせください。

お問い合わせ
教育ローンコールセンター　
☎0570-008656（ナビダイヤル）
または　（03）5321-8656

道税および町税に係る
全道統一的な滞納整理
を実施します

　10月１日（金）から７日（木）までは公証
週間です。公証人は、公証役場において
遺言や大切な契約などの公正証書の作
成、会社を設立する際の定款の認証を
行います。
　遺言者の家族関係にふさわしい形で
財産を継承させるには、遺言をしておく
ことが一番です。遺言争いを予防し、紛
失の心配もないので、後に残された
方々が困りません。原本は公証役場で
保存しておりますので、偽装、変造の心
配もありません。また、公証人が自宅や
病院などへ出向いて遺言書を作成する
こともできます。

お問い合わせ
旭川公証人合同役場
☎0166-23-0098
名寄公証役場
☎01654-3-3131
旭川地方法務局
☎0166-38-1144

　竜巻は季節を問わず発生しますが、
北海道では秋から初冬の寒冷前線通過
時に特に多く確認されています。宗谷地
方でも過去に数件の被害事例がありま
すが、昨年も９月20日に礼文町ウヱント
マリ地区で竜巻が発生し、住家屋根の
はく離や倉庫の破損など多くの被害を
受けました。
　竜巻は恐ろしい現象です。過去の竜
巻に遭遇した人への調査では「雲の底
から伸びる（漏斗状の）雲を見た」「物が
回転しながら舞い上がるのを見た」「ゴ
ーという音がしたのでいつもと違うと感
じた」「耳がキーンとなった」という声を
聞きました。このような状況に遭遇した
ら、すぐに頑丈な建物の中に避難する、
家の中では窓は必ず閉めてカーテンを
引き、低い階の部屋に移動するなど、身
を守るための行動を取ってください。
　気象台では、竜巻が発生しやすい気
象状況が予想された場合、突風が発生
する可能性を段階的に気象情報にて発
表します。これらの気象情報は、気象庁
ホームページのほか、民間事業者によ
る携帯コンテンツサービスでも入手で
きます。また「竜巻発生確度ナウキャス
ト」では竜巻が発生する可能性が高い領
域を確認できますので、命を守るために
も気象情報をうまく活用してください。

お問い合わせ　
稚内地方気象台　☎23-2679

「国の教育ローン」（日本政策
金融公庫）のご案内

公証週間の
お知らせ

竜巻から身を守る
ために

令和３年９月30日は　国民健康保険税第３期分の納期限です。お早めに！

10月のスケジ
ュール9月 のスケジュール

T O Y O T O M I  E V E N T S  C A L E N D A R

期日 行　事 開始時間 開催場所
16 木 木工講座 19：00～20：30 豊富中学校

17 金
18 土
19 日
20 月

21 火
心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

22 水
おやこ・元気ヨガ 10：00～11：00 ふらっと★きた

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

バランスボール 19：00～20：00 ふらっと★きた

23 木
24 金 子宮がん・乳がん検診 8：45～ 保健センター

25 土 普通救命講習会Ⅰ 9：00～12：00 消防署
豊富支署

26 日
27 月 レディースヨガ 9：30～11：00 ふらっと★きた

28 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

29 水
乳児相談・2歳児健康相談 9：00～ 保健センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

30 木
生きがい学級 9：00～16：30 兜沼改善

センター

男の筋トレ教室 19：00～20：00 ふらっと★きた

期日 行　事 開始時間 開催場所
1 金
2 土
3 日

4 月
レディースヨガ 9：30～11：00 ふらっと★きた

歯科検診・フッ素塗布 12：35～ 保健センター

手芸講座 13：30～16：00 町民センター

5 火
心配ごと相談 13：00～15：00 福祉センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

6 水

すみれ学級 9：00～15：30 町民センター、
ふらっと★きた

乳児健診 9：00～ 保健センター

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

リズムボクシング 19:00～20:00 ふらっと★きた

7 木 木工講座 19：00～20：30 豊富中学校

8 金
9 土
10 日
11 月
12 火 元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

13 水
結核検診 9：00～ 各地区巡回

元気体操 14：00～15：00 ふらっと★きた

14 木
結核検診 9：00～ 各地区巡回

ミセススクール 9：00～15：30 町民センター、
ふらっと★きた

15 金 いきいき健康ドック 07：00～10：45 保健センター
　

診 療 所 だ よ り
所長　柴﨑　嘉

高血圧について（3）
　約 4300 万人もの人が罹患しているといわれている高血圧、引き続き高血圧ガイドライン 2019
より推奨度の強い事項を紹介します。

　まずは塩分を 1 日あたり 6 ｇ以下にすることが推奨されますが、日本人の平均摂取量は一日あた
り約 11g で約半分にしなければならず、なかなか難しいと思われます。
　そこでまずできる事は、減塩につとめつつ野菜や果物に含まれるカリウムを積極的に摂る事です。
カリウムを摂ることによって体内の塩分（ナトリウム）を排出してくれます。ただし糖尿病や肥満の方は、果物は果糖
を含むため摂りすぎは禁物ですので野菜をメインにしましょう。また腎臓疾患の方などでカリウム制限を行っている方
は、かかりつけ医と相談しながら行って下さい。 
　肥満になると高血圧になりやすいことは論を待たないと思います。 身長 150cm の人で 56kg、160cm の人で
64kg、170cm の人で 72kg を越える人はまず挙げた数字以下を目指しましょう。難しい場合、現在の体重の 1 割減量
すると何らかの効果を実感できると言われています。
　また短期間での結果を求め過ぎるとリバウンドの心配があります。焦らずじっくり取り組んで下さい。減った体重を
維持して初めてダイエット達成です。仲間を作り励まし合いながら続けるのもとても有効です。

国民健康保険診療所　( ☎ 82-1515)

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点などから９月・
10月のイベントが中止や変更となる可能性があります。
　イベント開催の有無などについては、担当部署へご確
認お願いします。
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　７月22日（木）兜沼小中学校にて「兜沼地区合同大運動会」
がおこなわれました。
　小規模特認校となってから初めての運動会で、児童・生徒
と地域の方が競技に参加し、会場を盛り上げました。黄組と
赤組はお互いに負けを譲らない姿勢で競技に挑みましたが、
結果は同点となり、両者に優勝旗が授与されました。

TRY～仲良く諦めない～

とよとみピックアップニュース

今月の表紙
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町では、自然災害などのおそれが発生したときは、防
災無線やSNS（Facebook、LINE）を通じて防災情報
などを提供しており、下記ダイヤルでは防災無線の
内容を確認することが出来ます。
■確認用ダイヤル
　☎82-1233（放送日の当日限定）

防災時の情報について

▼ハンドジェルの寄附をいただきました

　8月13日（金）豊富郵便局よりハンドジェル（手指消毒用）14個の寄附をいただきました。
　いただきましたハンドジェルは感染症予防対策を目的として活用いたします。

▼全国大会で大活躍

　豊富柔道スポーツ少年団の鈴木岳精くん（中学３年生）が
厚沢部町で開催された「第49回北海道中学校柔道大会（男子
81㎏級）」において、見事優勝を勝ち取り、全国大会出場を果
たしました。
　８月25日に群馬県で開催された「全国中学校柔道大会（個
人戦男子81㎏級）」では、各県から集まった実力者48名の中
で競い合い、持ち前の攻めの強さで準決勝まで勝ち進み、全
国第３位に輝きました。

戸籍のうごき 令和3年7月16日～8月15日　※敬称略
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1,934
1,859
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世帯数
男
女
計

7/31 8/31 増減
± 0
± 0
＋1
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交通事故死ゼロ1500日目標交通事故死ゼロ1500日目標

9/1で 1,112日

人のうごき 令和3年8月31日現在

おくやみ
（５町内）
（１町内）
（修　徳）

95歳
69歳
89歳

こんにち
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あかちゃ
ん
樺　澤　広　人（福　永）
かばさわ ひろと

上　村　麟之介
（５町内）今　井　玲於菜

渡　辺　龍　太
（開　源）早　崎　恵　子

ご結婚
おめでと

う！
ご結婚
おめでと
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▼ロータリー文庫が配架されました

　豊富町ロータリークラブ様から頂いた寄附金で購入した
『絵本・児童書』について、豊富町図書室（ふらっと★きた内）に
『ロータリー文庫』として配架されました。
　本を楽しむことで文字に興味を持ち“自分で考える力”や
“想像力”を磨きましょう。
　この機会にぜひご家族で図書室へ足を運んでみませんか？ 配架されたロータリー文庫

この度は豊富町へご寄付を賜り誠にありがとうございました。

⻆道　公雄
千　喜　子
鈴木　幸吾


