
92019

上下水道情報上下水道情報0202

11　イベントカレンダー
12　PICKUP NEWS
11　イベントカレンダー
12　PICKUP NEWS

06　フォトニュース
08　ヘルシーニュース
10　インフォメーション

06　フォトニュース
08　ヘルシーニュース
10　インフォメーション

役場からのお知らせ

Public Relations Magazine
TOYOTOMI No.541

豊 富 町 検 索
http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/

豊富町
ホームページ
豊富町
ホームページ

豊富町公式
Facebookページ
豊富町公式
Facebookページ

豊富町公式
LINEアカウント
豊富町公式
LINEアカウント

広報

T O Y O T O M I



今号のテーマ 消費税率10％

　令和元年10月1日から消費税率が現行の8％から10％に引き上げられる予定となっています。
　このため、消費税を含む上下水道使用料は、この引き上げ分を転嫁する必要があります。
　上下水道をご利用になられている皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願
いいたします。

2人家族が1ヵ月に「14㎥」使用した場合（14㎥ ＝ 基本料金10㎥ + 超過料金4㎥）

上下水道使用料は11月分から、消費税率10％に引き上げします

■上下水道使用料の消費税率について

概要：本町地区（市街・西豊富・温泉方面）の今後の水不足に備え、新たな水源候補地を調査します。
③令和元年度　本町地区新規水源調査委託業務　356万円

概要：北部地区の水源
である芦川2号井戸の
洗浄をおこない、井戸の
水量回復を実施しまし
た。

②平成30年度　北部地区芦川２号井浚渫工事　194万円

概要：北部地区（徳満より北と西側の地区）の水源である井戸の水不足に伴い新たな井戸をさく井しました。
①平成27年度～平成29年度　北部地区3号取水さく井工事（試験堀から認可申請まで）5,441万円

■水　道

・水道使用料
・下水道使用料

■消費税率10％転嫁の対象

■上下水道使用料の算定方法および消費税率引き上げ後の差額

例

上下水道情報

上下水道情報

上下水道使用料用途別料金　比較表　※税込表記

役場建設課上下水道係　☎82-1001（内線155・156）お問い合わせ

・水道のトラブルは「豊富町給水装置工事指定業者」へ修理依頼をお願いします。
「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）となっております。

●お知らせ

「蛇口をひねると、安全で美味しい水道水がでる。」水道水は、皆様から頂いた水道使用料からつくられています。

Ｈ29新設　芦川3号井戸揚水試験状況

基本料金

令和元年10月分まで ［8％］

家庭用10㎥まで ＋ 超過料金
家庭用1㎥毎 × 消費税

現行8%
※10円未満切り捨て

家庭用料金:（水道）基本料金1,500円、超過料金160円/㎥　（下水道）基本料金1,400円、超過料金140円/㎥

（基本料金10㎥ = 1,500円 ＋ 超過料金4㎥ ＝ 640円）× 消費税1.08 ＝ 2,310円水　道

（基本料金10㎥ = 1,400円 ＋ 超過料金4㎥ ＝ 560円）× 消費税1.08 ＝ 2,110円下水道

4,420円合　計

令和元年11月分から ［10％］

（基本料金10㎥ ＝ 1,500円 ＋ 超過料金4㎥ ＝ 640円）× 消費税1.10 ＝ 2,350円水　道

（基本料金10㎥ ＝ 1,400円 ＋ 超過料金4㎥ ＝ 560円）× 消費税1.10 ＝ 2,150円下水道

4,500円合　計

※上下水道使用料は月の中旬からの周期となっており、使用量を水道メーターにより計測し翌月に請求をおこなっています。
　（例：11月分）11月分の請求は、10月20日～11月20日までの使用分を12月に請求します。

差額
＋80円

　皆様から頂いた使用料により上下水道事業を運営していますが、その中でも水道水の水源である、井戸にか
かる発注工事などをご紹介します。

家庭用
団体用
営業用
工業用
浴場用
酪農用
その他

10㎥
20㎥
20㎥
80㎥
100㎥
1㎥未満

1㎥

1,620円
3,456円
3,996円
11,340円
12,960円
1,620円
399.6円

1,650円
3,520円
4,070円
11,550円
13,200円
1,650円
407円

用　途 基　本
料金（8％） 料金（10％）水　量

1㎥ごと
1㎥ごと
1㎥ごと
1㎥ごと
1㎥ごと
1㎥ごと
1㎥ごと

172.8円
226.8円
226.8円
226.8円
172.8円
75.6円
399.6円

176円
231円
231円
231円
176円
77円
407円

超　過
料金（8％） 料金（10％）水　量

■下水道

一般用 10㎥ 1,512円 1,540円

用　途 基　本
料金（8％） 料金（10％）水　量

1㎥ごと 151.2円 154円

超　過
料金（8％） 料金（10％）水　量

2号井戸状況2号井戸状況 井戸清掃状況井戸清掃状況
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https://www.facebook.com/sarobetsutomokoi
最新情報は Facebook ページにて随時発表いたします！

サロベツ
ともだち
こいびと
プロジェクト

北海道豊富町の婚活パーティー

女性参加者募集中 !!

北海道有数の酪農王国＆名湯「豊富温泉」のまち

1 1 月 2 日（土）・3 日（日）開催日

2019 年

とよとみ

日本海に浮かぶ

利尻山 旅人？

交通費を一部負担します

開催要項

〒098-4110　豊富町大通 6 丁目
豊富町役場内 豊富町農業委員会 ともこい実行委員会事務局
担当：泉  豊川  西

2019 年 11 月 2 日（土）14:00  ～  11 月 3 日（日）15:00 頃

北海道天塩郡豊富町　定住支援センターふらっと☆きた

男性：定住支援センターふらっと☆きた
女性：milkcafe&ZAKKA フェルム

豊富温泉　ホテル豊富

20 歳以上の独身女性 ( 道内外問わず、外国人でも OK )

※男性は豊富町の酪農家・後継者が 10 名程度参加致します。

女性 10 名

5,000 円　( 宿泊・食事込 )　

ともこい実行委員会

日　　　程

メイン会場

集 合 場 所

宿　泊　先

募 集 条 件

募 集 人 数

参 加 費 用

主　　　催

・お車でのご参加は各自交通費をご負担ください。
・便のご予約は参加者様にてお願い致します。
・領収証を忘れずにお持ちください (JR・バス・往復航空券など )。
・当日、領収証と引き換えに主催者負担分をご清算いたします。
・ご不明な点は、実行委員会までお問い合わせください。

交通費を最大 35,000 円補助いたします。( 超過分はご負担ください )

例：札幌からのご参加の場合 例：東京からのご参加の場合

沿岸バス札幌駅前ターミナル　 011-232-3366 (8時～18時)
JR北海道電話予約センター札幌　011-221-1489（8時～20時）

お申し込み・お問い合わせ

nougyouiinkaijimukyoku@town.toyotomi.hokkaido.jp

お電話 0162-82-1001
受付時間：月～金 午前 9 時～午後 5 時 ( 土日祝休）

氏名／住所／年齢／性別／電話番号をお書きの上送信してください

（内線 235・236）

E-mail

沿岸バス 特急はぼろ号

行き　札幌駅 8:00 ➡ 豊富着 13:0４
帰り　豊富発 15:05 ➡ 札幌駅 20:15

札幌⇔豊富往復 ￥11,520 → ¥0-

航空便 (ANA)

行き　羽田発 10:45 ➡ 稚内 12:40
帰り　稚内発 13:15 ➡ 羽田 15:15

羽田⇔稚内往復 ￥55,780→ ¥27,800-
( スーパーバリューアーリー H 料金の場合 )

 9 月 30 日（月）応募締切り または定員に達し次第

※JR・バス・空港の方は豊富駅より
スタッフが送迎します

人口の約 4倍、
約 15,000 頭の牛がいる。

海・山の
おいしいものがいっぱい！

若者のやる気がすごい。

あの道産子おなじみ
コンビニの牛乳は
豊富町から出荷！！！

サロベツ牛乳を使った
美味しいスイーツがたくさん

「音楽フェス」
「食フェス」
近年さまざまな
イベントが充実！

面白いおじさん達が

いろいろがんばっている

お肌にとってもよい、
奇跡の名湯「とよとみ温泉」

プリン・アイス・ソフトクリーム・カタラーナ ... など

とよとみってこんな街

ともだち、こいびと、
とよとみにもっとこい！
サロベツともだちこいびとプロジェクト
通称『ともこい』!
今年も婚活パーティーを開催いたします！
道北の美味しいものを食べて、サロベツの自然に触れて、
酪農青年との出会いを見つけませんか？

交通費補助付き！（詳しくは事務局まで）

令和元年度 工事等入札結果表

豊富町役場からのお知らせ豊富町役場からのお知らせ

お問い合わせは国民健康保険診療所まで　(☎82-1515)

診 療 所 だ よ り

　皆さま初めまして、
8月1日より赴任しま
した柴﨑嘉（しばざき
よしみ）と申します。
　四国は高松出身、自
治医科大学卒業後、
内科全般、特に消化管
内視鏡検査や訪問診
療を中心に診療をお
こなってきました。

　2011年の東日本大震災を機に一念発起し、
十勝地方の足寄町国民健康保険病院で8年間勤
務した後、縁あって豊富町に参りました。
　高齢化社会を迎え、自分の人生や健康を今ま
で以上に自分で考え管理していく時代となって
きました。
　町民の皆さまの疾病や体調管理について気
軽にご相談いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

柴﨑　嘉

着任のごあいさつ 外来診療医師予定表

午
　前

午
　後

内
科
外
科
内
科
外
科

月 火 水 木 金

出張医※1

宇久村

出張医※1

宇久村

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村※2

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村

柴　﨑

宇久村

訪問診療予定
訪問施設 時間／外来診療体制 担当医

兜沼診療所
〈毎月第１水曜日〉

特別養護老人ホーム　温心園
〈毎週火曜日・木曜日〉

グループホーム　和ごころ
〈毎月第３火曜日 ※10月より〉

午後1時30分～

午後3時30分～

午後1時00分～

交代制

交代制

宇久村

※1　毎週月曜日の内科診療体制につきましては、常勤内
科医が病棟回診及び各種検査に従事するため、出張医
師対応となります。

※2　10月より毎月第3火曜日の午後が訪問診療となりま
すので、休診となります。

［午前］午前８時４５分から午前１１時３０分まで
［午後］午後１時から午後３時まで

診療受付

月曜日～金曜日
※土・日祝祭日、年末年始はお休みです。

診 療 日

午前８時４５分から午後３時まで診療時間

入　札
年月日 事業名 落札価格

（千円） 落札業者名 担当課 工事住所

R元.7.31 診療所特殊浴場改修工事 4,520 (有)湊谷建設 国保診療所 豊富市街
R元.7.31 豊富町ハザードマップ作成業務委託 3,550 (株)シン技術コンサル 総務課 豊富一円
R元.7.31 林業専用道52林班線開設工事 19,300 (株)佐々木組 農林水産課 東豊富
R元.7.31 林業専用道東豊富支線開設工事 19,000 佐藤産業(株) 農林水産課 東豊富

（令和元年7月20日〜令和元年8月15日まで）〈落札価格250万円以上〉
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音楽でお祭りを盛り上げる
　湯の杜ぽっけ前にて「豊富温泉観光夏まつり」が開催され
ました。
　音泉侍こと上坂仁哉さんのステージを皮切りに、宮本大
地さんのハンドパン演奏、片田さとるさんのライブなど様々
な音楽が奏でられました。
　その他にも温泉○×クイズや、湯けむりのど自慢大会など
来場者参加型の催しもあり、会場全体で盛り上がりました。

7月31日（水）

小さくても迫力いっぱい
　東豊富に特設されたコースを使用し、サロベツ
ポニーばんば大会が開催されました。
　コースの障がい物を乗り越えてくる姿は、身体
の小さいポニーでも迫力十分、見ごたえのあるレ
ースを繰り広げてくれました。

8月4日（日）

日頃の感謝を込めて
　北宗谷農協主催で「酪農まつり」が開催されまし
た。
　酪農家の方々へ日頃の感謝を込めて開催され
たこのイベント、用意されたジンギスカンを食べ
ながら、豊中吹奏楽部の演奏や農協職員によるバ
ンド演奏、来場者参加型の盆踊りや牛乳早搾り大
会を楽しみました。

8月3日（土）

サマーチャレンジ！
　８月５日（月）～７日（水）にかけ、稚内北星学園大
学の学生が豊富の小中学生と勉強やレクリエー
ションをおこなう、サマーチャレンジが今年も開催
されました。
　子どもたちは宿題の分からないところを聞くな
どしっかりと勉強をしたのち、レクリエーションの
キックベースなどで汗を流しました。

8月5日（月）~7日（水）

8月7日（水）
短冊に願いを込めて
　ふらっと☆きたにて「たなばたまつり」が開催さ
れました。
　父母の会によるかき氷やヨーヨーすくいなどで
たくさんの子どもたちが楽しみました。
　また、会場の中心には柳の木が置かれ、子ども
たちが願い事を書いた短冊で飾られました。

夏の夜空を彩る
　自然公園にて「サロベツ納涼花火大会」が開催
されました。
　イベントを盛り上げようと、和楽器衆による太鼓
の演奏や宗谷DANCE　PROJECTによるダンスが
披露されました。
　花火はオープニングショーとダイナミックショ
ーの２部構成となっており、合間の休憩時間には
住民の方から寄せられたメッセージ花火も打ち上
げられました。

かわいい衣装に包まれて
　子どもたちがかわいい衣装に身を包み、踊りと
ともに披露してくれました。
　仮装をしている子のみならず、会場に足を運ん
だたくさんの子どもたちでやぐらを囲み、会場全
体で盆踊りを楽しみました。

8月13日（火）

8月15日（木）

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。
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※対象者については保健センターへお問合せください。
※受診日時点で70歳以上の方、生活保護受給者の方は無料で受診が
　可能となっています。

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

　こんにちは、子育て支援センターです。
　夏が過ぎ、季節は秋になってきました。子育て支援センターでは一年をとおして、四季折々、季節を感じられるような取
り組みを企画しています。お月見やサークルの畑「わくわくファーム」のお芋堀りをしたり、親子さんと一緒に秋を満喫した
いと思っています。
　先月、ルールのお話に触れましたが「年齢や状況に合わせてルールを伝える時に迷ってしまう。」というママの声をよく
聞きます。一般的には「ルール＝禁止事項」ととらえがちですが、そこを「ルール＝人に迷惑をかけない」という基準にする
と、大人も迷わずに子どもへ伝えられるのではないでしょうか。子育てに迷った時は、いつでも子育て支援センターに来て
くださいね。

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

　短い夏が終わり、涼しいをとおり越して肌寒くなってきましたね。今年の夏の思い出は豊
富町スポーツ協会主催のビール祭りと、サロベツ納涼花火大会を見てきたことです。ビール
祭りは美味しいビールとフードを食べ、抽選会では商品券も当たって大満足でした。そして、
豊富町の花火大会は初めて見たのですが、近くで綺麗な花火を見ることもでき、音も迫力が
あり見ごたえがありました。噂では寒さに耐えながら花火を見ると聞いていたのですが、今
年はそこまで寒くならず、ゆっくりと見ることが出来ました。
　先月のふれあいセンターは夏休みとお盆休みの期間だったこともあり、家族連れで湯治に
来られる方や、バイクで観光をしている方、キャンピングカーで旅行をされている方など多く
の方がご来館され、駐車場も満車状態でした。コンシェルジュ・デスクもにぎわいましたが、
同様にお風呂や食堂もかなり混んでいて、特に食堂ではみなさん美味しそうにジンギスカン
を召し上がっていました。９月に入ってからは観光も少し落ち着いて来たのでゆっくりと温泉
に入れると思います。みなさん豊富温泉にぜひ温まりに来てください。

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

泉　由佳保健師

みなさんこんにちは。今月は秋の健診についてご案内しま
す。今年度最後の健診となりますので、みなさんのご予約を
お待ちしています！ すこやか

情報館

　子育て真っただ中のママのちょっとした息抜きにア
クセサリー作りを開催し、当日は８名が参加してくれま
した。
　ひとりひとりが自分好みの石を選び、どのアクセサ
リーも各自の個性があふれていました。
　完成したピアスやイヤリングをすぐに身に着け、嬉し
そうにするママたちの笑顔もキラキラしていました☆

昨年の基本・特定健診の結果より
　昨年は518名の方に、基本・特定健診を受診していただきました。　そのうち、LDLコレステロールが基準値を超えていた方は 3 5 0 名（67.6％）となっています。　HbA1c(血糖値)が基準値を超えていた方は303名（58.5％）でした。　LDLコレステロールも、HbA1cも、数値が高い状態が続くと生活習慣病の原因となります。まずは健診を受けて自分の数値を知ることが大切です！

第３回　育児講座
「世界にひとつだけのオリジナルアクセサリー」

第３回　育児講座
「世界にひとつだけのオリジナルアクセサリー」

いきいき健康ドック
■健診日：令和元年１０月１８日(金)、１９日(土)、２０日(日)
■予約締切：１０月１５日(火)まで ※締切厳守でお願いします！！

乳がん・子宮がん検診
■健診日：令和元年１１月２１日(木)

基本健診・特定健診

胃がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

骨粗しょう症検診

前立腺がん検診

肝炎検診

エキノコックス症検査

1,200円

1,600円

300円

1,000円

1,000円

1,000円

700円

0円

健診項目 検査内容料　金

●予約は９月１９日(木)より開始となっています。詳細につきましては、
　回覧などでお知らせします。
●乳がん・子宮がん検診を同時に受診することも可能です。

ご予約・お問い合わせは保健センターまで　☎82-3761

完成したアクセサリーを手にニッコリ(^^)

体重・身長・腹囲測定、血圧測定、尿検査、血液検査、心電図検査、
眼底検査、医師診察

バリウムを飲み、胃のレントゲン撮影をおこないます。

肺のレントゲン撮影をおこないます。

事前に2日分の便を採取していただきます。

かかとの骨を超音波検査をおこないます。

採血と問診のみとなっています。

採血のみとなっています。

〈遠藤〉

9月 2019 広報とよとみ 9月2019広報とよとみ 89



i n f o r m a t i o n
くらしの情報

お問い合わせ
役場町民課 戸籍住民係　℡82-1001
稚内年金事務所　℡74-1000

　人命・財産・産業などに甚大な被害を
もたらした「平成30年北海道胆振東部
地震」の発生から１年が経過しました。
　宗谷地方には「サロベツ断層帯」とい
う活断層があり、この断層帯でマグニチ
ュード7.6程度の地震が発生した場合、
当地方ではこれまで経験したことがな
い最大震度６強以上の揺れが想定され
ています。普段から地震発生に対して、
次のような備えをしておきましょう。
●地震が発生したとき
　『第一に自分の身の安全を守る』
●地震による大きな揺れに対する備え
　家具などの耐震固定をおこない、避
難経路・避難場所などを確認しておく。
●停電時の備え
　懐中電灯、乾電池、ラジオなどを用意
しておく。
●非常食などの備え
　食料、飲料水、カセットコンロ・ボンベ
などを用意しておく。
●冬期に地震が発生した場合の備え
・避難経路の状況や、落雪による周囲

への雪の影響などを確認しておく。
・日ごろから暖房器具のそばに燃えや

すいものを置かない。
・防寒着、毛布、使い捨てカイロ、断熱

マットなどを用意しておく。

お問い合わせ
稚内地方気象台

（電話　0162-23-2679）

　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。
【ご融資額】
　お子さま１人あたり３５０万円以内
【金　　利】
　年１．７１％　固定金利
※「母子家庭」「父子家庭」「世帯収入
200万円（所得122万円）以内の方」ま
たは「子ども３人以上の世帯かつ世帯収
入500万円（所得346万円）以内の方」
は年1.31％（令和元年８月15日現在）
【ご返済期間】
　15年以内
※「交通遺児家庭」「母子家庭」「父子家
庭」「世帯収入200万円（所得122万円）
以内の方」または「子ども３人以上の世
帯かつ世帯収入500万円（所得346万
円）以内の方」は18年以内
【お使いみち】
　入学金、授業料、教科書代、アパート・
マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】
　毎月元利均等返済（ボーナス時増額
返済も可能）
【保　　　証】
　（公財）教育資金融資保証基金（連帯
保証人による保証も可能）

お問い合わせ
　詳しくは、HP（「国の教育ローン」で検
索）または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）までお問い合わせく
ださい。

「平成30年北海道胆振
東部地震」から１年

お子さまの教育資金を
「国の教育ローン」がサポート！

国民年金の保険料
について

　国民年金の第１号被保険者の保険料
は月額16,410円となっており、納付期
限は翌月末となっています。(例：４月分
は５月末まで)
　また、保険料をまとめて前払い(前納)
すると、保険料が割引されます。

【納付月数並びに支払額】
1ヵ月分…16,410円
6ヵ月分…98,460円
12ヵ月分…196,920円
24ヵ月分…395,400円

【前納した場合の支払い額】
●窓口納付
1ヵ月分…16,410円（なし）
6ヵ月分…97,660円（△800円）
12ヵ月分…193,420円（△3,500円）
24ヵ月分…380,880円（△14,520円）
●口座振替
1ヵ月分…16,360円（△50円）
6ヵ月分…97,340円（△1,120円）
12ヵ月分…192,790円（△4,130円）
24ヵ月分…379,640円（△15,760円）

※１　翌月末（納付期限）の口座振替を当月末の

口座振替にすると、毎月の保険料が50円割引

になります。

※２　４月分～９月分までの保険料を当年４月末

までに納め、１０月分～翌年３月分までの保険

料を当年１０月末までに納めます。

※３　４月分～翌年３月分までの保険料を当年４

月末までに納めます。

※４　４月分～翌々年３月分までの保険料を当

年４月末までに納めます。

※５　395,400円は、令和元年度保険料

16,410円の１２カ月分と令和２年度保険料

16,540円の１２カ月分の合計です。

・月末が休日の場合は、翌営業日が振
替日または納付期限となります。
・現金支払の場合には、ご希望月から
最大で２年分（翌年度末まで）の前納を
することができます。

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

17 火
心配ごと相談 13:00～15:00 福祉センター

元気体操 14:00～15:30 豊富町保健
センター

18 水
リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

親子ボール 10:00～11:30 ふらっと☆きた

19 木

20 金 パパママ教室・
のびのび教室 09:30～ 豊富町保健

センター

21 土 羊毛フェルト教室 10:30～13:00 湯の杜ぽっけ

22 日
23 月

24 火
元気体操 14:00～15:30 豊富町保健

センター

子育てサークル 10:00～11:30 子育て支援
センター

そば打ち体験 10:30～13:00 湯の杜ぽっけ

25 水 リズムボクシング 19:00～20:00 ふらっと☆きた

26 木 乳児相談・2歳児健康相談 09:00～ 豊富町保健
センター

27 金 生涯現役塾 10:00～ ふらっと☆きた

28 土
応急手当講習
（普通救命講習Ⅰ） 09:00～12:00 消防署豊富

支署

美味しんぼまつり 10:00～15:00 豊富町芦川
（サロベツファーム）

29 日 美味しんぼまつり 10:00～15:00 豊富町芦川
（サロベツファーム）

30 月 第4回育児講座
「子育てママの救急講習」 10:00～11:30 子育て支援

センター

期日 行　事 開始時間 開催場所

1 火 元気体操 14:00～15:30 豊富町保健
センター

2 水
歯科検診・フッ素塗布 12:35～ 豊富町保健

センター

リラックスヨガ 19:00～20:30 ふらっと☆きた

3 木
4 金

5 土 豊富消防団秋季合同消防
演習 10:30～12:00 町民センター

6 日
7 月
8 火 元気体操 14:00～15:30 豊富町保健

センター

9 水
リズムボクシング 19:00～20:30 ふらっと☆きた

乳児健診 12:30～ 豊富町保健
センター

10 木

11 金
公開保育 09:30～10:30 豊富町立保育

園

ぴよちゃんクラブ 10:00～11:00 子育て支援
センター

12 土
13 日
14 月

15 火
秋の全道火災予防運動
防火パレード・街頭啓発 09:30～12:00 豊富市街

元気体操 14:00～15:30 豊富町保健
センター

1,981
1,982
1,941
3,923

1,981
1,980
1,941
3,921

世帯数
男
女
計

7/31 8/31 増減
±0
+2
±0
+2

交通事故死ゼロ500日目標交通事故死ゼロ500日目標

9/1で 381日

戸籍のうごき人のうごき 令和元年7月19日～令和元年8月15日　※敬称略令和元年8月31日現在

おくやみこんにち
は！

あかちゃ
んこんにち
は！

あかちゃ
ん
出生については、令和元年7月
19日～8月15日の間は掲載該
当者がいませんでした。

おくやみについては、令和元年7月
19日～8月15日の間は掲載該当者
がいませんでした。
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　今年の花火大会から新しく、打ち上げる前に依頼者からの
メッセージを読み上げる「メッセージ花火」が打ち上げられました。
　お店の宣伝のほか、今回は豊中男子バレー部が全国大会に
出場したこともあり、バレー少年団から男子バレー部へのエー
ルと、男子バレー部の選手たちから大会に向けた意気込みが読
み上げられました。

メッセージを届ける 　今月号は表紙の花火大会をはじめ、夏のイ
ベントがメインとなりました。豊富町の夏はあ
まり長いとは言えませんが、毎週のように様々
なイベントがおこなわれていましたので、みな

さんも一つは夏の思い出ができたのではないでしょうか？
　来月号はだんだんと秋のイベントになってくるかと思い
ますのでお楽しみに！

とよとみピックアップニュース

今月の表紙

広報とよとみ 9月号（第541号） 令和元年9月発行
発行：豊富町役場 ［企画編集］総務課地域振興室地域振興係 ☎０１６２-８２-１００１（内線１０7）
URL http://www.town.toyotomi.hokkaido.jp/

▼豊富町健康支援大使を任命

広報とよとみは、見やすさや
読みやすさを配慮したユニ

バーサルデザインフォントを採用しています。

編集
後記

PICKUP NEWS

▼豊中男子バレー全国大会進出

　豊富中学校男子バレー部が、７月29日（月）～
８月１日（木）で北見市にて開催された中体連全
道大会で全国大会出場の切符を手にしました。
　男子バレーボール部の全国大会出場は豊富
中学校を含め宗谷管内初の快挙であり、選手た
ちも全国大会で良い成績を残したいと意気込ん
でいました。
　全国大会は８月17日（土）～20日（火）に和歌
山市で開催され、神奈川県代表と岐阜県代表と
熱戦を繰り広げてきました。　

〈J〉

　令和元年8月19日（月）に豊富町健康支援大
使任命式がおこなわれ、新大使として「大島敏
子」氏が任命されました。大島氏は看護師として
働かれていた経験があり、現在はフリージア・
ナースの会会長などを務めています。
　過去に豊富温泉に来られた際、その効能に感
動したことがきっかけとなり今回の任命に至りま
した。
　任命期間は令和元年8月19日～令和3年3月
31日となっています。　

▼多額のご寄附にお礼

　ミルクカフェ＆雑貨「ferme（フェルム）」の開店
5周年記念に際し、７月29日（月）に代表の白田浩
一様より町へ100万円のご寄付をいただきまし
た。そのご厚志に対し８月23日（金）に町から感
謝の気持ちとして、感謝状が贈呈されました。


