
普段あまり馴染みがない手話について、みなさんに楽しみながら学んでも
らいたいと考え、昨年度に続き、研修会を開催いたします。今年度は、手
話を実際に行いながら、コミュニケーションをとる内容を増やしていきたい
と考えております。皆様のご参加お待ちしております。

【主催】せたな町

日 時：平成26年7月5日(土） 

時 間：午後1時30分～午後3時30分まで（13:00開場・受付） 

場 所：せたな町健康センター 総合検診室 

     （久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地１） 
 

≪内容・講師≫ 

★「手話の楽しみ」 

 ＊講師 

・北海道ろうあ連盟 

 手話通訳者 酒谷 佳代 
 

・江差 手話の会 事務局  

 小田島 有紀 
 

＊進行 

・渡島・檜山圏域障がい者総合相談支援センター めい 

              地域づくりコーディネーター 道下 康子 

  ≪お申し込み・お問い合わせ≫ 

  せたな町保健福祉課 障害福祉係 （内線1408） 

      ℡：0137-84-5111  fax：0137-84-5065 

  ＊お申し込みの際は、住所・氏名・連絡先をお知らせ下さい。 

  ＊お申込みの締め切りは、7月3日（木）です。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12plh7ul3/EXP=1386894381;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVFQ5cG9aUWJfX1B5dmpCTDQyT3ZleWRETWI0cmZUeVkyd01nZmlSU0dXV2tha0xseVloSnQwY21BBHADNW9tTDZLbXhJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/*-http:/www.city.onojo.fukuoka.jp/var/rev0/0011/6019/GUM13_CL05003.jp
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平成 26年 7月 5日 せたな町手話を楽しむ研修会  

出席連絡票 

 

住   所 氏      名 電 話 番 号 

   
   

   

   

 

※7月 3日（木）までに下記宛にＦＡＸ又は電話にて連絡くださるようお願いします。 

 

●連絡先 

 せたな町役場保健福祉課 障害福祉係  

  ＦＡＸ ０１３７－８４－５０６５ 

  電話  ０１３７－８４－５１１１（内線 １４０８） 

 



 

＜七夕のつどいのお知らせ＞ 
◆場 所： 大成図書館児童室 

◆日 時： ６月２９日(日)10時 30分～ 

◆内 容： 七夕にまつわる絵本の読み 

聞かせや七夕の飾りを作ります。笹を 

用意しておりますので、みなさんと一緒 

にきれいに飾りつけしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 
 

平成２６年７月号 
 

発行： 大成図書館 
 

＜図書館夏まつりのお知らせ＞ 
◆ 場 所：大成図書館児童室 

◆ 日 時：８月１０日(日)10時 30分～ 

◆ 内 容： 絵本の読み聞かせや外での遊び、お昼は   

     外で流しそうめんを皆で食べたいと考え

ています。詳しくは図書館内のチラシを

ご覧下さい！ 
 

※参加費は１人３００円です！（0～2才児無料） 
 

 

 

  



《北海道立図書館の本が借りられます》 
 

せたな町の図書施設に蔵書していない本は、北海道立図書館からも、借

りる事が出来ます。図書施設で返却もしますので、分からない事は職員に

お気軽に聞いて下さい！本は何冊も借りられ、貸出期間は 1 ヶ月です。 
 

 ※北海道立図書館に蔵書していない本は借りる事が出来ません。 

 

＜7月の各施設の開館情報＞ 
 

※せたな町情報センター （北檜山区北檜山 266番地 ℡ 0137-84-5342） 
 

◆開館時間：１０時～１９時 （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く） 

◆休 館 日：7月 7日（月）・14日(月）・22日(火）・28日(月) 
 

※瀬棚図書センター （瀬棚区本町 728番地２ ℡ 0137-87-3901） 
 

◆開館時間：9時 30分～１７時 （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く） 

◆休 館 日：7月 7日（月）・14日(月）・22日(火）・28日(月) 
    

※大成図書館 （大成区都３８６番地 ℡ 01398-4-6161） 
 

◆開館時間：１０時～１７時 （年末年始及び図書整理日等の臨時休館日除く） 

◆休 館 日：7月 7日（月）・14日(月）・22日(火）・28日(月) 

（※正午から午後１時までは閉館しております。） 

      

 

      

〔本のリクエストや読みたい本はありませんか？〕 
 

図書施設では、新刊書を中心に定期的に図書の購入をしております。購

入に際しては、新刊情報などをもとに町民のニーズに合うように心がけてお

りますが、全てに対応できているとはいえません。町民のみなさんからのリ

クエストがありましたらお近くの施設にお申し出下さい。 
 

※（リクエストに応えられない場合もありますのでご了承下さい） 
 

 
 

〔図書館の本の返却についてのお願い〕 
図書館から本を借りて、期限内に返却されない方が多くみられます。理由があり返

却が遅くなる場合は電話で連絡くだされば延長できますので(新刊書・予約が入ってい

る本は除きます)返却期限の確認をお願いします。。これからは少し厳しく返却を求め

たいと考えております。図書館の本は町民の税金からでています。大切な本ですの

で、利用する方も大切に扱ってほしいと願っています。 
 

※本を無くしたり破損された場合は弁償していただきます。 

 

 



 
　「平凡」
　　　　　　角田　光代 著
もし、あの人と結婚していな
ければ。別れていなければ
…。仕事を続けていれば。ど
んなふうに暮らしたって、絶
対選ばなかった方
のことを想像して
しまう。６人の
「もし」を描いた
傑作小説集。

 　「戌亥の追風」
        　　  山本　一力 著
町人の気概、武士の矜持—。
船番所に留め置かれた娘を救
うべく、悪を許さない江戸の
男達が動く。風を操り、川と
ともに生きる人間
たち。与力・同心
手代達が活躍する
読後感爽やかな
長編時代小説。

※発売日前・予約中の本もありますので、図書館に確認して下さい！TEL：01398-4-6161

「二千七百の夏と冬　上・下」
　　　　　　　 荻原　浩　著

２０１１年、夏——ダム建設工事
の掘削作業中に、縄文人男性と
弥生人女性の人骨が同時に発見
された。二体は手を重ね、顔を
向け合った姿であった。３千年
近く前、この二人にいったいど
んなドラマがあったのか？　新
聞記者の佐藤香椰は次第にこの
謎にのめりこんでいく。

　　「遺文」
　　　　 　 佐伯　泰英　著

ついに幹次郎が御広敷番頭と
対決することに！

「トワイライト・シャッ
    フル」  乙川　優三郎　著

歓楽の灯りが海辺を染める
頃、ありえたかもしれない自
分を想う。『脊梁山脈』で大
佛賞に輝いた著者の「現代」
小説。宝石のような時間も
あった。窮屈な現実にも追わ
れた。まだ思い出に生きる齢
でもないが、やり直せないと
ころまで来てしまったのか。

　「野垂れ死にの覚悟」

　　　　　曽野　綾子　著

大量老年難民の時代を前に思
い通りにならない人生を後悔
しない、潔い生き方とは？
治療しない医者と
医者にかからない
作家の異色対談。

　「天の光」
　　　　    　葉室　麟　著

ひたむきに妻を求めてゆく道
に仏の心が宿ってゆく。木に
仏性を見出せなかった仏師が
、自ら彫り上げた
仏像に光を導く
まで…。直木賞
作家が描く感涙
の夫婦愛。

　　「おなやみ相談BOX」

　　　　　　 　美嘉　著

高校１年生の河原真帆は幼い
頃から甘やかされて育った。
かわいくてよく告白もされ
る。そんな真帆が初めて恋を
した。だけど、今まで何でも
苦労せずに手に入ってきた真
帆は、どう行動すればいいか
わからなくて……。

　　「わらうほし」

　　　　    荒井　良二 著

わらうほしのわらうまちで
す。まどをあけただけでわら
うまちです。わらうあめで
す。ふるだけで
わらうあめです。
山も森も、花も
雲も、ぼくも
わたしも、みんな
わらっています。

　「ルルとララのコットンの
　　　　　　　　　マカロン」
         あんびる　やすこ 著

子ねずみのアンナの家には半年
前から町に住んでいたニーナが
滞在していました。空気のきれ
いなこの森で療養するためで
す。おかげですっかり元気に
なったニーナはいよいよ町に帰
ることになりました。アンナは
ニーナの大好きなマカロンでお
別れ会をしようと考えます。

　「でんしゃマン」

　　　　　 　のぶみ 著

よわむしの「でんしゃくん」
がみんなをのせてはしってい
ると、せんろをたべちゃうか
いじゅう「せんろちゅるる
ん」があらわれた！でんしゃ
くんは、「でんしゃマン」に
へんしん！みんなをたすける
ことができるのか！？

「うみの１００かいだての
いえ」   いわい　としお　著

こんどは海へ！水のなかのふ
しぎないえへ、いち、にの、
さん！でとびこもう！
縦に開いて大迫力
の「１００かいだ
てのいえ」
シリーズ



　「二千七百の夏と冬　上・下」
　　　　　　 　荻原　浩　著

２０１１年、夏——ダム建設工
事の掘削作業中に、縄文人男
性と弥生人女性の人骨が同時
に発見された。二体は手を重
ね、顔を向け合った姿であっ
た。３千年近く前、この二人
にいったいどんなドラマが
あったのか？　新聞記者の佐
藤香椰は次第にこの謎にのめ
りこんでいく。

　　「星々たち」
　　　　    桜木　紫乃　著
 
奔放な母親とも、実の娘とも生
き別れ、昭和から平成へと移り
ゆく時代に北の大地を彷徨っ
た、塚本千春という女。
その数奇な生と
性、彼女とかか
わった人々の
哀歓を浮き彫りに
する九つの物語。

「すべての神様の十月」

　　   　小路　幸也　著

貧乏神、福の神、疫病神——。
もしも人間の姿をした神様が
身近にいたら……。「東京バ
ンドワゴン」で人気の著者に
よる心温まる連作集。

「ちいさなプリンセス ソフィア」
　　　　キャサリン・ハプカ 著

エンチャンシアのおしろで
は、まほうのおもてなしパー
ティーがはじまろうとしてい
ます。
ソフィアはどきどき
してまちきれない
ようす。そこへ、
みたことのない
まほうつかいが
あらわれました。

「しゅくだいさかあがり」

　　 　　　福田　岩緒 著

夏休みもあと少しなのに、さ
かあがりがまだ一回もできて
いない。何度やっても
上手くまわれ
ないから、もう
練習なんて
するもんか！

「あわてんぼオバケ　5つのお話」

       　　　　児文協　著

おばけのオッバは、とってもあわ
てんぼう。木のかげを人間とまち
がえて「うらめしや～」、風にゆ
れているシーツに「こんにちは」
…で、みんなにわらわれてばか
り。そんなオッバがある日、恋を
した。ところが、そのあいては！
（あわてんぼうおばけの初恋）の
ほか、おばけたちがドタバタ楽し
い５つのお話。

【連絡先】せたな町瀬棚区本町７２８番地２
　　　  　ＴＥＬ：０１３７－８７－３９０１

　「イベリコ豚を買いに」
　　　　　　　野地　秩嘉　著

本当にどんぐりを食べている
のか？イベリコという町はど
こにあるのか？安売りセール
品は本物か？幻の豚を追って
スペインへ！現地で明かされ
た驚くべき事実の数々…。謎
だらけのイベリコ豚を追って
スペインへ！

「謝るなら、いつでもおいで」

　　　　　　川名　壮志 著
友だちを殺めたのは、１１歳
の少女。被害者の父親は、新
聞社の支局長。僕は、駆け
出し記者だった。
世間を震撼させ
た「佐世保小６
同級生殺害事件」
から１０年。

 「皇后美智子さまのうた」

          安野　光雅 著

皇后美智子さまの詠まれた歌
を中心に天皇陛下の御製もま
じえ、画家の安野光雅氏が
その歌のすばらしさ
を読み解き、思いを
つづる。

　　「てつぞうはね」
      　  ミロコ　マチコ 著

てつぞうとはいつも一緒だった。
家にいるときはもちろん、クルマ
で一緒におでかけもした。いちご
狩りにも海にも行った。よく河川
敷で遊んで、大きな犬に襲われも
した。一緒に新幹線に乗って東京
に引っ越してきた。８回誕生会を
した。―私が死んだら、またてつ
ぞうと一緒に暮らすよ。

「パンやのろくちゃん
　　　　　　げんきだね」
　　　　　　長谷川　義史　著

ろくちゃんのおうちはパン屋さ
ん。あたたかい家族に囲まれて、
お友だちと遊んだりけんかした
り、商店街の
おかしなおじさん
たちも家族同様、
ろくちゃんをあた
たかく見守って
くれてます。

「ゆっくりおやすみ
　　　　にじいろのさかな」
　　マーカス・フィスター　著

夜になっても眠れないにじう
おは、こわいことをたくさん
想像してしまいます。
そんなとき、
ママは…。

【連絡先】せたな町北檜山区北檜山２６６番地
　　　  　ＴＥＬ：０１３７－８４－５３４２



1 (火) 2 (水) 3 (木) 4 (金)

7 (月) 8 (火) 9 (水) 10 (木) 11 (金)

14 (月) 15 (火) 16 (水) 17 (木) 18 (金)

21 (月) 22 (火) 23 (水) 24 (木) 25 (金)

28 (月) 29 (火) 30 (水) 31 (木)

午前診療
午後診療
夜間診療

　せたな町立国保病院　７月分内科診療担当医他一覧表（予定）

ご確認ください
変更となることもあります

　先生の都合により、急きょ変更となる場合がございます
ので病院内の掲示板か受付に電話するなどしてください。

原　田
小　林

午前診療

午前診療

午後診療

原　田
遠　藤

遠　藤 原　田

原　田

小　林

せたな町立国保病院　☎　0137-84-5321

（土・日）

遠　藤

遠　藤

原　田
小　林

遠　藤

（山の上病院）森

小　林 小　林
（山の上病院）森遠　藤

遠　藤

小　林 小　林

（土・日）

原　田

小　林
宮　田小　林 （山の上病院）森 １３日当番医

原　田原　田 遠　藤

小　林
遠　藤

（土・日）

２７日当番医

10：00～15：00

宮　田

原　田

（山の上病院）森

遠　藤

小　林
原　田原　田

遠　藤

原　田

原　田

10：00～15：00

（土・日）

休診

※小林久倫先生は６月末をもちまして退職となりました。

午後診療

小　林 小　林

遠　藤

午前診療 原　田

遠　藤

午前診療 小　林

午後診療 遠　藤 遠　藤

午後診療
遠　藤

遠　藤
宮　田

宮　田

原　田

遠　藤

遠　藤

（土・日）

金

原　田

水

小　林

木

遠　藤午後診療 遠　藤 遠　藤 原　田

午前診療

診察

小　林
遠　藤

月 火

原　田 原　田

◇　整形外科(森院長)の診察日

小　林 遠　藤

※　急患はいつでも診察いたします。

※毎週火・木曜日（受付1７:３0～19:０0まで）夜間診療を行います。また、火・木午後からは往診となります。

診察診察

― 診察 ― 診察 ―

診察

診察 診察 往診 診察往診

診察



平成２６年度第１回  

 

 

 

日時 平成２６年 7月７日(月) 午後１時３０分から３時 00 分 

場所 せたな町民ふれあいプラザ 

内容 「認知症を楽しく予防しよう 自分のためにみんなのために!!」 

北海道教育大学釧路校 地域教育開発専攻地域教育学分野教授  

特定非営利活動法人地域健康づくり支援会ワンツースリー代表 北 澤 一 利 先生 

対象 町民の皆様 参加料 無料 

申込み 当日参加もできますが、準備の都合上、７月４日までにお申込み下さい。 

申込先 せたな町地域包括支援センター 電話 ８４-５６９９ 保健師 古守
こ も り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催 せたな町地域包括支援センター 協力 ふまねっとひまわりの会  

今年は、地域で支え合って取り組める介護予防とそのためのボランティア活動を考えましょう 

 

講師の北澤先生は、 

せたな町で積極的に行っている

『ふまねっと』 

を考案した方です。 
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平成２６年６月２６日 
 

 

◇ 巡 回 診 療 の 実 施 に つ い て ◇ 
 

 

 八雲総合病院による地域センター病院事業の一環として下記のとおり、巡回診療を

実施いたしますのでご案内申し上げます。 

 

○ 産 婦 人 科 ○ 

 

 
○ 皮 膚 科 ○ 

  

 

 

 

 

 

  ★★★ お願い ★★★ 

１．受診希望の方は、カルテ準備の都合上、前日までに名前・住所・ 

電話番号をお知らせください。 

２． 診察は有料となりますので、受診の際は健康保険証を持参願います。 

３．医師は病院での診療を終えてからの来町となるため、診察開始は午

後２時以降ですが遅れる場合がありますのでご了承願います。 

 
 

◎申し込み先◎ 
 

大成総合支所地域町民課 保健師：中村 
 

電話 ４－５５１１・ FAX ４－６３８０ 
 ～ せ た な 町  ～ 

１．月  日 平成２６年７月１５日（火） 

２．受  付 午後 1時３０分 ～ 午後 2時 30分 

３．場  所 大成診療所 

１．月  日 平成２６年７月２４日（木） 

２．受  付 午後１時３０分 ～ 午後 2時３０分 

３．場  所 大成町民センター 



日 月 火 水 木 金 土

仏滅 大安 赤口 先勝 友引

運動教室「ほそみどり」 婦人科診療 一般診療

18：00～ せたな町立国保病院 せたな町立国保病院

大成町民センター 大成保育園長生園訪問

大成町民プールオープン予定 10：00～

先負 仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負

【日曜当番医】 10：00～15：00 運動教室「ほそみどり」 婦人科診療 一般診療・眼科診療

今金町国保病院 18：00～ せたな町立国保病院 せたな町立国保病院

大成町民センター

仏滅 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

【日曜当番医】 10：00～15：00 一般診療 産婦人科巡回診療 婦人科診療 一般診療 平浜海水浴場オープン

せたな町立国保病院 せたな町立国保病院 受付13：30～大成診療所 せたな町立国保病院 せたな町立国保病院 （安全祈願祭）10：00～

運動教室「ほそみどり」 　

18：00～

大成町民センター

大安 　　赤口（海の日） 先勝 友引 先負 仏滅 大安

【日曜当番医】 10：00～15：00 町内急患当番医 婦人科診療 一般診療・眼科診療 がっぱり海の幸フェスタ

今金町国保病院 せたな町立国保病院 せたな町立国保病院 せたな町立国保病院 inわっためがして大成

※急患のみ随時対応 皮膚科巡回診療 11：00～

受付13：30～ 道の駅てっくいランド大成

大成町民センター

先勝 友引 先負 仏滅 大安

【日曜当番医】 10：00～15：00 一般診療 婦人科診療

せたな町立国保病院 せたな町立国保病院 せたな町立国保病院

　　　  大 成 区 行 事 予 定 表             せ た な 町



☆ ７月の製作は、（海の生き物）を作ります。 
   

○ ルーム開放日(センター内で、親子いっしょに、誰でも自由に遊ぶことができます。) 

  

 火・金 １０：００～１２：００、１３：３０～１５：３０ 

※ 遊んだ後は、親子で一緒に片付けましょう！！ 

 

○ サークル日 ( 物作りしながら、子育てについて交流します。) 

○ 水曜日 １０：００～１２：００ 

☆ 今月は古着リメイク 

いらなくなったジーンズ、ワイシャツなどをリメイクして、いろいろなものを作ります。ボランティ

アの方が作り方を教えてくれますので、初めて参加される方でも大丈夫です。お子様と一緒

に、誰でも参加できますので、お気軽にどうぞ！！ 

   参加される方は、ソーイングセットを持参してください。 

 

○ 子育て相談日  水曜日 １３：３０～１５：３０ 

 ( 子育てに関する心配事、悩みなどをご相談ください。 ) 

来所、電話、どちらも可能です。℡ ４－６７６７（ルーム開放はしておりません。） 

※ 天気の良い日は、外に出る機会が増えるので、帽子・上着・飲み物を持参しましょう。 

 

                           
平成２６年６月２６日発行 

少しずつ暖かくなり、やっと初夏の気配を感じられるようになりましたね。今月は戸外でのお散

歩などを多く取り入れていきたいと思います。皆様の参加をお待ちしております。お気軽に遊びに来

てください。７月の予定は次のとおりです。 

 

 

 

 


