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今後も交通事故死のない礼文町へ
　11月15日、ピスカ21にて第46回礼文町交通安全町民大会を開
催しました。
　その中で礼文町が交通事故死ゼロ4,500日を達成したことから、
北海道交通安全推進委員会より表彰状が授与されました。
　詳しい内容については３ページをご覧ください。

今月の特集

2022 月12
…………………４ページ

…５ページ

●乳幼児のコロナワクチン接種に
　ついて

●年末年始の施設の休み期間や
　ゴミの収集について
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　この度礼文町文化協会主催による、文化祭・美術展が開催されました。
　11月18日から20日まで輝交流館で、25日から27日までピスカ21で開催され、会場内には
生徒児童たちによる書道や絵画作品のほか、礼文油絵愛好会、礼文写真研究会による作品が多
数展示され、訪れた方はその個性あふれる作品の数々にとても関心を持っていた様子でした。

美術の部　大賞

書道画仙紙の部　大賞

書道半紙の部　大賞

【美術の部】
　大　賞……………………………山口　唄瑠（香深中学校2年）
　町長賞……………………………新木　介人（船泊中学校3年）
　　〃　……………………………福士　暖人（礼文小学校4年）
　教育長賞…………………………加藤流々星（礼文小学校2年）
　　 〃 　…………………………佐藤　心春（香深中学校2年）
　船泊漁業協同組合長賞…………久保　花稟（香深中学校2年）
　礼文建設協会長賞………………木村　和奏（香深井小学校6年）
　礼文ロータリークラブ会長賞…山田　翔也（礼文小学校6年）
　稚内信用金庫礼文支店長賞……岡本英玲奈（礼文小学校2年）

【書道半紙の部】
　大　賞……………………………宗形　由彩（礼文小学校2年）
　町長賞……………………………福士　暖人（礼文小学校4年）
　教育長賞…………………………柳谷　もも（礼文小学校6年）
　礼文町防犯協会長賞……………柏谷　彩芽（船泊中学校2年）
　香深交通安全協会長賞…………三上　航大（礼文小学校1年）
　船泊交通安全協会長賞…………三浦　　鈴（船泊中学校1年）

【書道画仙紙の部】
　大　賞……………………………堀岡　結月（船泊小学校2年）
　町長賞……………………………工藤　美優（香深中学校1年）
　教育長賞…………………………久保　花稟（香深中学校2年）
　礼文町商工会長賞………………渡邉　莉央（香深中学校3年）
　礼文島観光協会長賞……………柳谷　もも（礼文小学校6年）
　香深漁業協同組合長賞…………三上　咲空（礼文小学校5年）

この度礼文町文化協会主催による 文化祭 美術展が開催されました

第57回 文化祭・美術展第57回 文化祭・美術展
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　10月29日と30日に、北のカナリアパークにて地域おこし協力隊主催ハロウィンイベント「Trick or
Kanaria!」を行いました。
　イベント当日は、2日間で合計250人以上お越しいただき、仮装をした小学生以下のお子様には、
「トリック・オア・カナリア」の合言葉でお菓子とミニサンデーをプレゼントしました。
　カナリアカフェの通常メニューのほか協力隊員の手作りパンをはじめ、ビーフシチューやケーキセッ
ト等イベント限定のメニューも販売し、他の協力隊員によるキャンドル展示、CD配布等もおこないま
した。
　アンケートの回答では
「イベントを開催してく
れてよかった」「また来
年もやってほしい」との
声を数多くいただきまし
た。お越しくださったみ
なさま、ありがとうござ
いました。

　昨年10月17日付けで教育長を退任された 岩城　修 前教育長が文部
科学大臣より地方教育行政功労者として表彰されました。岩城氏は小
・中・高校において基礎学力を養うため活用されている「礼文検定」
や「礼文学」等の取り組みをはじめ、放課後子供教室事業での平時、
並びに学校の長期休業期間中の留守家庭対策を行い教育行政の発展に
大きく寄与されました。このたびは誠におめでとうございます。

文部科学大臣
地方教育行政功労者表彰

交通事故死ゼロ 4,500日を達成交通事故死ゼロ 4,500日を達成
　11月15日、第46回礼文町交通安全町民大会がピスカ21で開催さ
れました。
　この式典は礼文町内での交通事故死ゼロ記録が、平成22年7月15
日から数えて4,500日を達成したことを記念して開催されたもので、
当日は、宗谷総合振興局の辻井振興局長と稚内警察署の谷口副署長、
礼文町議会の笹山議長による祝辞や、稚内警察署の大庭交通課長に
よる講話が行われ、その後香深交通安全協会の三上協会長が交通安
全宣言を行い閉会となりました。
　大会長である小野町長はあいさつの中で「次の目標である交通事
故死ゼロ5,000日達成に向けて、悲惨な犠牲者を出さないよう気を
引き締め、町民一丸となって交通安全運動を展開する」と述べられ
ました。



合計３回の初回接種が必要です。
１回目：令和５年１月11日（水）
２回目：令和５年２月１日（水）
３回目：令和５年３月29日（水）
受付時間はいずれも 15：00～15：30となっています。

接種場所：船泊診療所

接種を希望する方は、12月16日（金）までに保健課保健推進係まで申し込みください。
後日予診票を送付します。

他の予防接種との間隔は2週間空ける必要があります。（インフルエンザは除く）

子どもに対する新型コロナワクチンの有効性・安全性などの詳しい最新情報につい
ては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

●接種の対象：生後6か月～4歳児

生後6か月から4歳のお子様への保護者の方へ

今回が最後の
接種の機会です

乳幼児コロナワクチン
接種日程のお知らせ
乳幼児コロナワクチン
接種日程のお知らせ
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須 田 　 誠 ・ 結 花

須　田　　　新 く ん

生年月日：令和元年10月16日
好きな食べ物：納豆ごはん、からあげ、ホッケ
好きなテレビ番組：スポンジボブ
好きな遊び：走ること、車のおもちゃで遊ぶこと
今興味あること：見るものすべて
保護者から一言：少しずつゆっくり、あらたらしくのびの
　　　　　　　　び育ってね！あらたの笑った顔は世界一
　　　　　　　　かわいいよ！

す あらただ

わが家わが家のアイドルわが家のアイドル
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香深方面
船泊方面

12月27日（火）
燃やせないゴミ（午前）
燃やせないゴミ（午後）

12月26日（月）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

12月28日（水）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

資源ごみ 段ボール類ペットボトルスチール缶

12月29日（木）

香深方面
船泊方面

12月31日～1月5日
お　休　み
お　休　み

12月30日（金）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（※）

1月6日（金）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

資源ごみ スチール缶お　休　み

ア ル ミ缶

1月9日（月）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

香深方面
船泊方面

1月11日（水）1月10日（火）
燃やせないゴミ（午前）
燃やせないゴミ（午後）

1月12日（木）

資源ごみ ア ル ミ缶

ア ル ミ缶

段ボール類

発泡スチロール類ペットボトル

1月13日（金）
燃やせるゴミ（午前）
燃やせるゴミ（午後）

•12月28日は燃やせるゴミの収集をおこないます。
※12月30日の船泊方面の収集は、香深方面終了後、直ちに実施いたします。
•管理型最終処分場（一般）は、12月30日から1月5日まで休日といたし
　ます。
•安定型最終処分場（産廃）は、3月31日まで受入中止です。
•1月11日は発泡スチロール類、12日は段ボール類の収集をおこないます。

●無休で営業します
※12月31日の営業時間
　午後1時～午後6時

施　設　名

役　場（本庁舎）

船　泊　支　所

教 育 委 員 会

船 泊 診 療 所

休 み 期 間

12月31日
〜

1月5日

礼文島温泉
うすゆきの湯

うすゆきの湯
☎86－2345※休診が長期間になりますので、お薬が必要な

　方は早めに申込下さい。

施　設　名

ピ　ス　カ　21

BOOK愛ランドれぶん

総合体育館（潮騒ドーム）

香深歯科診療所

船泊歯科診療所

休 み 期 間

12月31日～1月5日

12月30日～1月5日

12月30日～1月4日

12月29日～1月5日

年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ

年末年始のゴミ収集について

年末年始の町の主な施設、窓口は次のとおり休みとなり
ますので、ご了承願います。町 の 窓 口

航空運賃の助成についてご確認ください航空運賃の助成についてご確認ください
　現在礼文町では飛行機の搭乗後、運賃や搭乗区間に応じた額を助成しておりますが、その中で稚内
から新千歳に向かう１便の飛行機に搭乗する際の、タクシー代金の助成も行っております。
　しかし、タクシー代金の助成について最近、申請時に窓口に持ってきていただいている書類の不備
が多く見受けられます。
　タクシー代金を助成する際の書類については下記のとおりとなっておりますので、ご確認の上お間
違えのないようよろしくおねがいします。

　また、助成の申請について「じゃらん」や「楽天トラベル」などの旅行サイトで予約した際の航空運
賃は、助成対象外ですのでそちらにつきましてもご理解くださいますようよろしくお願いいたします。

例：12月1日の1便の飛行機に搭乗するために乗ったタクシー代金の助成を受けたい。
　　助成に必要な書類：① 12月1日の香深から稚内へのフェリー乗船券
　　　　　　　　　　　② 12月1日の稚内フェリーターミナルから稚内空港へのタクシーの領収書

•フェリーの乗船券
•タクシーの領収書

※これらはすべて１便の飛行機に乗るため
　当日利用したものに限定されます。
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318

礼文高校2年生が
　　海外交流事業を終えました！
礼文高校2年生が
　　海外交流事業を終えました！
　礼文高等学校２年生の18名は、11月
３日から11月12日までの10日間にわた
る、礼文町海外交流事業を終了しました。
キャンベルホール高校、ノートルダム高
校、姉妹校であるジョンミュアー中学校
を訪問し、生徒との交流やヨサコイの披
露、礼文島の紹介プレゼンテーションを
行いました。また、国立公園のジョシュ
アツリーの散策やノースハリウッド駅か
ら公共交通機関を使って自分たちの力で
目的地を訪れるアドベンチャーデイ、ノ
ートルダム高校・ジョンミュアー中学校
の生徒宅へホームステイをするなど、離
れた異国の地で様々な異文化や本場の英
語に触れ、地元スタッフ等のサポートの
中で活動を通し、多くのことを学んでき
ました。
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連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86－2119）連絡先▶教育委員会社会教育係（☎86－2119）

FUN LIFE CLUB
第3弾が行われました！
FUN LIFE CLUB
第3弾が行われました！

　10月22日、ピスカ21を会場に茨城県つくば市より高橋　諭氏（高橋つづら店 店主）を講師
にお招きしものづくり講座を行いました。
　竹や和紙で作られているつづらの歴史や作り方などの講話を聴きながら、実際に和紙を張る
体験をしました。実際の作業では、伝統的な「ふのり」や専用の道具を使用し、なかなか経験
できないことが多く参加者からは、「実際にプロの職人の方に教えていただき貴重な体験にな
った」「日本の伝統文化についても知る機会になった」などの感想が寄せられました。
　なお、高橋講師から礼文町教育委員会に特製のつづらが寄贈されました。この場を借りて御
礼申し上げます。ありがとうございました。

素敵な小物入れ　竹や和紙で作られた日本伝統的な収納箱
小さなつづらづくり

採用人数　1名（船泊小学校）
勤務時間　平日：8：00～12：00（小学校1時限～4時限まで）※その他学校長の指示による
勤務場所　礼文町立船泊小学校
業務内容　学習支援・補助、全校行事運営補助
謝　　金　時給 1,100円
申し込み　教育委員会（ピスカ21内）☎86－2119へ

ご不明な点や内容に関するお問い合わせは　礼文町教育委員会　社会教育係　まで
☎0163－86－2119　Mail：syakyou@town.rebun.hokkaido.jp

船泊小学校で元気な子どもたちに囲まれながら働きませんか！？船泊 学校 気な ど た な ら働

急募！！ 協働活動推進員！！急募！！ 協働活動推進員！！



　いよいよ冬本番となり、本格的に寒い時季
がやってきました。冬になると、「寝ても寝
ても眠気がとれない」「朝起きるのがつらい」
「ついつい甘いものを食べすぎてしまう」と
いったことを経験する人もいらっしゃるでし
ょう。こういった現象は、いわば、寒さを乗
り切るためにエネルギーを蓄えようとする、
人間の生理的現象と言えます。
　これに加えて「なぜだか冬は気分が落ち込
む」といった精神面での不調も起きやすい季
節でもあり、このような不調が日常生活に支
障をきたすようになってくると、「冬季うつ」
の原因となるかもしれません。

　では、なぜ寒い時季になると気分が落ち込
むといった現象が起きやすくなるのでしょう
か。それには「セロトニン」という脳内の神
経伝達物質が大きく関わっていると考えられ
ています。このセロトニンは、やる気や幸福
感に繋がり、精神を安定させるなどのストレ
スに対する効能があることが分かっているこ
とから、別名「幸せホルモン」とも呼ばれて
います。冬季は、このセロトニンの合成・分
泌がされにくい季節であると言え、その原因
として、大きく分けると次の２つが考えられ
ます。

　１つ目は【日照時間の減少】です。１年の
中で一番日が長いとされる夏至と、一番日が
短いとされる冬至とでは、最大約５時間もの
差があります。太陽の光を浴びることは、セ
ロトニンの合成に繋がります。日照時間が減
少する冬季では、セロトニンの合成もされに
くくなるため、精神的な不調が起きやすくな

ると言えます。そのため、冬季は意識的に日
光に当たるようにすることが重要となります。

　２つ目は【運動不足】です。セロトニンの
分泌を促すには、歩行のようなリズム運動が
良いとされていますが、冬季は夏季に比べ運
動の機会が減少してしまうため、セロトニン
の分泌がされにくい季節だと言えます。歩行
の機会をとるのが難しい場合でも、咀嚼や呼
吸も同じリズム運動であることから、咀嚼回
数を増やしたり、深呼吸などを意識的に行っ
たりすることでも効果があるとされています。

　寒い季節は家にいる時間も長くなり、自然
と自分と向き合う時間も増えてくるのかもし
れません。そんな時にこそ、自分を大切にす
る術や相談窓口があることを知っておくこと
が大切です。

～こころの相談窓口～
　稚内保健所利尻支所（利礼地区）
　☎0163－84－2247
～いのちの電話～
　旭　川　☎0166－23－4343
　　　　　（月～水：９時～15時30分／
　　　　　木・金・土日・祝日：24時間）
　北海道　☎011－231－4343（24時間）

～～寒い季節こそ大切なご自愛術寒い季節こそ大切なご自愛術～～～ ～～寒い季節こそ大切なご自愛術～
くらしのヒント
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世代間交流で生産から消費まで
　10月25日礼文町社会福祉協議会主催の「ふれあい交流事業」を２年選択科目「生活産業基礎」
の授業で実施しました。
　今年度は船泊老人クラブのご指導のもとじゃがいも作りを体験しました。5月24日に種芋を植
え、９月14日に収穫をし、この日は船泊老人クラブから４名にご来校いただき、じゃがいもを使
った「いももち」など４品を一緒に調理しました。また食後には「宝引き体験」もしました。
　生徒６名からは「年長者のお話を聞きながら自分たちのことも話せるので、昔のこと今のこと
を知ることができるいい機会だと感じた」「いちごを育てたり、他の料理をしてみたい」などと
感想が出ていました。
　主催・企画していただいた社会福祉協議会の皆さま、船泊老人クラブの皆さま、１年間を通じ
て楽しい交流と学びをありがとうございました。

礼文高校通信礼文高校通信礼文高校通信
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自筆証書遺言書保管制度のご案内
～旭川地方法務局からのお知らせ～

　遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、そして自筆証書遺言書は、自筆
さえできれば遺言者本人のみで作成できます。
　これまでは、自筆証書遺言書の保管については、自分自身で保管するか、遺言執行者等に預ける
などの方法しかありませんでしたが、本制度の創設により、今は法務局に預けることができるよう
になり、遺言者本人の死亡後、相続人等に遺言書を発見されなかったり、改ざんされたりすること
を防ぐことができます。家庭裁判所の検認手続きも不要です。
　自筆証書遺言書補完制度は、プライバシー保護と手続きに一定の時間が必要となることから、全
て予約制となっています。ご検討される方は最寄りの法務局まで、お気軽にお問い合わせください。

【オンライン予約】法務局手続案内予約サービス
　　　　　　　　　https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

【手 続 の 詳 細】旭川地方法務局ホームページ
　　　　　　　　　https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/

【お問い合わせ先】旭川地方法務局稚内支局
　　　　　　　　　電話0162－33－1122（代表）
　　　　　　　　　　※受付時間　平日の午前8時30分から午後5時15分まで（年末年始を除く）
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自動車税（種別割）の
滞納整理を強化しています

　道では、年末に向けて滞納整理を促進するため、自動車税（種別割）の滞納者に対して、
預貯金や給与の差押えを強化しています。
　納税が困難な事情がある場合は、滞納したまま放置せず、まずはご連絡を！！

【連絡先】
　北海道宗谷総合振興局税務課納税係　☎0162－33－2520（直通）

　本格的な降雪期を迎え、水道凍結の起こりや
すい季節になりました。
　気温が零下４℃以下になると、日中でも凍結
することがありますので、日頃からの注意と正
しい操作で、冬を快適に過ごしましょう。

『水抜きは完全に！』
●水を落とすときは
　先に蛇口を開いてから水抜き栓で落としてく
ださい。蛇口を閉じたままでは水は落ちません。
特に風呂やトイレなどに分岐している管には、
水が残って凍結することがあります。中間の水
抜弁などで完全に水を抜くよう気をつけてくだ
さい。

●自分で凍結を直すときは
　簡単な凍結は自分でも直すことができますが、
取り扱いには十分注意して行ってください。

※年末年始に水道凍結などで修理を依頼する場
合は、次のところへ連絡してください。
　•㈲釜谷設備（86－2055）
　•北野建設㈱（86－1688）
　•㈲北泉工業（89－7660）
　•高道建設㈱（87－2894）
　•㈲柳谷建設（87－3025）

水道凍結に
ご注意ください！
水道凍結に

ご注意ください！
　水道事業は、利用者からの水道料金の収入に
より運営を行っております。水道料金の未納は、
料金収入が適正に確保できなくなるうえに、徴
収にかかる経費が発生するなど、正しく納めて
いる利用者に多大なご迷惑をおかけする行為で
す。

●給水停止について
　水道料金未納のお知らせ、催告書、自宅訪問、
電話等によってもお支払頂けない場合には、水
道法第15号第3項及び礼文町給水条例第35条の
規定に基づき給水停止を執行します。
　一旦給水停止になりますと、水道料金をお支
払頂かない限り、給水を再開することはできま
せん。再開の場合は、「平日の午前8時30分か
ら午後5時15分のみの対応」となり、それ以外
の時間は一切対応できません。また、給水停止
により利用者に損害が生じても一切責任は負い
ません。

●問い合わせ・相談は
　水道料金未納のお知らせ、催告書を送付した
利用者に対しては、お支払に関する納入相談も
承りますので、役場建設課水道係までご連絡く
ださい。

水道料金の納入
忘れはありませんか？
水道料金の納入

忘れはありませんか？



防災ワンポイント（たすか～る）
冬期間の災害に備えて

電気・ガスが使えなくなったときに寒さをしのぐ場所として、一時的に自家用車に避難することを想定し、ガソリンな
ど『燃料』は早めに給油しましょう。

●防寒着　●長靴　●手袋　●スコップ　●牽引ロープ　✚　飲料水、非常食

《冬の必需品》
暴風雪の影響で停電が発生する可能性があります。
●防寒着（ジャンバー、スノーウェア、帽子、手袋等）
　※防寒服にカッパを羽織ると防寒性が増します
●衣類（厚手の長袖、長ズボン、靴下等）
●毛布、寝袋
●カイロ ※使用期限に注意！ 期限を過ぎると異常発熱の恐れ
●カセットコンロ（ボンベ）
●ポータブルストーブ（灯油）

《季節を問わず必要なもの》
●食料、飲料水
●持病薬、常備薬
●携帯用ラジオ
●懐中電灯
●衛生用品（感染症予防）
　（マスク、アルコール消毒液、体温計等）

冬場はこまめに気象情報を確認し、不要不急の外出を控えることも大切です。
（稚内地方気象台ホームページ：http://www.jma-net.go.jp/wakkanai/）

冬の「厳しい寒さ」から身を守るためには、他の季節とは違った防災対策が必要になります。
冬に災害を想定し、町民一人ひとりが自らの命を守る備えを確認しましょう。

やむを得ず車で外出するとき

気象情報の入手

◆災害時、情報収集手段が多いほど、災害時の危険性が少なくなりますのでご登録をお願いします。 ※登録者数は11月1日現在の数

IP告知端末アプリ

登録者数　392人

こちらのQRコードを読み取り、
手順に従って登録をよろしく
お願いいたします！

礼文町防災メール

登録者数　322人

こちらのQRコードを読み取り、
空メールをお送りください！

礼文町防災LINE

登録者数　362人

こちらのQRコードを読み取り、
『礼文町防災LINE』の友だち登
録をお願いします！
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男性の育児休業の取得について男性の育児休業の取得について
　男性の育児休業取得促進に向けて育児・介護休業法が改正され、今年の４月から施行され
ており、10月からは「産後パパ育休」（出生児育児休業）がスタートします。産後８週間以
内に４週間までの休業取得ができ、２回に分割して取得可能です。また、この期間内にどう
しても外せない仕事がある場合などは、会社と合意のうえで休業期間中に一部就業すること
もできます。
　さらに、子どもが１歳になるまでの育児休業も２回に
分割して取得できるようになるため、産後パパ育休と育
児休業も合わせると、必要に応じて４回まで分割して取
得することができます。
　今回の改正で従来よりも柔軟に育児休業が取得できる
ようになります。出産直後の母親は、心身ともに不安定
になる場合が多いと言われており、育児による負担も重
なると体調面や家庭環境にも配慮が必要です。これから
育児休業の取得を考えている男性は、配偶者の体調、働
き方や職場復帰のタイミング、年長の子どもの年齢など
に応じて、時期、期間、回数など自分なりの育児休業の
取得の仕方を考えてみてはいかがでしょうか。



利尻空港

礼文礼文 香深フェリー
ターミナル

礼文礼文

利尻利尻

稚内稚内

札幌札幌

沓形フェリー
ターミナル

鴛泊フェリー
ターミナル

稚内フェリー
ターミナル

利尻空港

稚内空港

丘珠空港

新千歳空港

香深フェリー
ターミナル

12/1～12/31

16：05着

14：10発

11：20着

10：20発

16：40着

15：55発

利尻利尻

稚内稚内

札幌札幌

沓形フェリー
ターミナル

鴛泊フェリー
ターミナル

稚内フェリー
ターミナル

稚内空港

丘珠空港

新千歳空港

12/1～12/31

11：50発

9：05発

11：00着

12：50着

復　路

往　路

17：05発

9：05発

11：00着

18：05着

16：35着

15：35発

15：45発

16：40着

15：15着

14：20発
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12 月 の こ よ み

年末年始も感染対策を
お忘れなく！

換気 マスクの着用

手洗い・消毒

同居していない
家族との会食では
感染対策を！！

～令和5年1月の予定～
6日　運転免許更新時講習
8日　令和5年礼文町二十歳の集い
10日　産婦人科健診

（新型コロナウイルスの感染状況によっては時間が変更となる恐れがあります）

1日（木）

13日（火）

14日（水）

15日（木）

広報れぶん　令和4年12月号
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一般回線の電話が使えない場合はこちらへ

※電話料金は１分間180円で利用者負担となります。

緊　急
連絡先

役　　場
衛星電話
役　　場
衛星電話080－2870－3791
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礼文～札幌  交通アクセス礼文～札幌  交通アクセス令和4年12月令和4年12月

利尻空港 ☎0163－82－1770　稚内空港 ☎0162－27－2121

認知機能検査（ピスカ21／16：00～）

産婦人科健診（船泊診療所）

乳幼児予防接種（船泊診療所）

健康相談（役場）

運転免許更新時講習
（ピスカ21／17：30～）

1,229戸
1,184人
1,146人
2,330人

（－12戸）

（－1人）

（－10人）

（－11人）

令和4年11月1日現在

世帯数
男
女
計

（前月比）

まちの人口

（
敬
称
略
）

☆
お
誕
生
お
め
で
と
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