
    利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』 
 

「利尻富士町の文化遺産を生かした学び交流事業」利尻学講座 2019～古代・利尻島を取りまく交流史～ 

教育委員会 
 

今回は、北方古代史の研究者３名を迎え、オホーツク文化に関す

る講演をいただくほか、体験講座も実施します。受講希望の方はぜ

ひこの機会に申し込みください（教育委員会８２－１３７０）。受

講は無料です。 
     

場  所 総合交流促進施設りぷら多目的交流室 

講座内容  

①１０月２２日（火）午後２時～４時 ・対象：小学生～一般（事前申込、定員３０名） 

「レジンでつくるヤジリ・ストラップ」 

   実際に遺跡から出土したヤジリを型に、レジンでストラップを作成します。また、

土器に触れることや、文様付け体験、パズルコーナーなども用意しています。 

②１０月２９日（火）午後６時～８時３０分 ・対象：一般 

「オホーツク文化のはじまりとススヤ式土器」：熊木 俊朗 氏（東京大学） 

サハリンや利尻・礼文に多く分布するススヤ式土器を中心に、オホーツク文化のはじ

まりについて解説します。 

「オホーツク文化の動物利用」：高橋 鵬成 氏（礼文町教育委員会） 

オホーツク文化期に、利尻・礼文などで行われていた動物利用について解説します。 

③１１月５日（火）午後６時～８時３０分 ・対象：一般 

「オリジナル縄文しおりづくり」 

   自分でとった土器の拓本をベースに、ラミネートでオリジナルのしおりを作成します。 

「利尻島のオホーツク文化のおわりと擦文文化」：柳澤 清一 氏（礼文・利尻遺跡調査の会） 

２０１６年より４年間かけて行われた沼浦の遺跡調査成果をもとに、オホーツク 

文化のおわりと擦文文化について解説します。 
    

＊この事業は公益財団法人北海道市町村振興協会（サマージャン 

ボ宝くじの収益金）の助成を受けて実施しています。 

 
 

 

令和元年度 鬼脇地区文化祭 展示作品募集について 

利尻富士町文化協会・鬼脇公民館業務係 
 

令和元年度鬼脇地区文化祭作品展を下記のとおり開催いたします。 

地域の皆様による手作りの文化祭を考えておりますので、陶芸・書道・写真・手芸・工

作・絵画等たくさんの作品を募集いたします。 
 
◇日 程  令和元年１０月１９日（土）～令和元年１０月２０日（日） 

 
◇募集期限  令和元年１０月１７日（木） 
◇持 参 先  利尻富士町立鬼脇公民館 
 
（※作品を持参できない場合は、担当者が伺いますので公民館までご連絡ください。） 
 
◇連 絡 先  利尻富士町立鬼脇公民館業務係（電話：８３－１３２１） 

利尻富士町役場 

第 564号 

令和元年 10 月 9 日発行 
（編集：総務課企画調整係） 



 
 

 

 

 

 

 

開催期日 行 事 名 開催場所 主催・主催団体 

１１月４日（月） 

【午後６時３０分～】 

令和元年度文化祭 総 合 開 会 式 
 

アトラクション  

  お琴・舞踊・翔太鼓・子供ピアノ教室・ 

南浜獅子神楽（こども教室） 

総合交流促進施設

「りぷら」 
利尻富士町文化協会 

１０月１９日（土） 

【午前 9 時～午後８時】 

２０日（日） 

【午前９時～午後５時】 

一 般 作 品 展 

（陶芸・書道・絵画・写真・手芸・文芸） 

生 け 花 展 

鬼脇公民館 
鬼脇公民館 

利尻富士町文化協会 

１0 月２0 日（日） 

【午後１時～午後４時】 
お 茶 席 鬼脇公民館 

一会会・和敬会 

・浜本社中 

１１月３日（日） 

【午後１時～午後 5 時】 
お 茶 席 

総合交流促進施設

「りぷら」 

一会会・和敬会 

・浜本社中 

１１月１3 日（水） 

～1１月１7 日（日） 

【午前 9 時～午後 8 時】 
※17 日のみ午後 5 時まで 

一 般 作 品 展 

（書道・絵画・写真・手芸・文芸） 

町内子ども美術作品展 

総合交流促進施設

「りぷら」 

文化協会加盟団体 

利尻富士町教育研究会 

１１月２3 日（土） 

【午後６時００分～】 
雪 虫 コンサート 

総合交流促進施設

「りぷら」 
コールひなげし 

1１月２7 日（水） 

～１２月２日（月） 

【午前９時～午後 5 時】 

※2 日のみ午後 3 時まで 

町内子ども美術作品展 鬼脇公民館 利尻富士町教育研究会 

１２月 15 日（日） 

【未  定】 
ピアノ発表会 

総合交流促進施設

「りぷら」 
サウンドキッチン 

期日未定 町内囲碁大会 未 定 囲碁同好会 

 

主 催  利尻富士町文化協会・利尻富士町立鬼脇公民館 

共 催  利尻富士町教育委員会・利尻富士町教育研究会 

後 援  利尻富士町 

テーマ：逞しく、豊かな郷土の文化の振興をめざして 
『教養を高め、心豊かな文化の町にしましょう（町民憲章より）』 



地域安心応援特典券の交付について     

福祉課福祉介護係 
 

町では在宅介護世帯の経済的負担を軽減するとともに、地元の消費を喚起し、地域経済
の活性化を促すことを目的に地域安心応援特典券（商工会発行「とくとく商品券」（Ｗチャ
ンスなし））を交付します。 
令和元年 8 月 1 日現在、次の交付条件を満たしている世帯に申請手続きの案内文書を送

付していますので、お早めに手続きをしてください。 
 
1．交付対象世帯 
（1）在宅介護世帯 

     要介護認定 1 以上の家族のいる世帯（被保護世帯を除く。） 
 
2．交付枚数 
（1）在宅介護世帯（要介護認定 1・2） 

    500 円券 10 枚（5,000 円分） 
（2）在宅介護世帯（要介護認定 3 以上） 

    500 円券 20 枚（10,000 円分） 
 

3．申請手続き 
 送られてきた案内文書をよく読んで、同封の申請書へ必要事項を記入、押印し、役場（福祉課福
祉介護係）または鬼脇支所窓口にて手続きのうえ特典券をお受け取りください。 

 
4．申請受付期間   令和元年 11 月 30 日まで 

 
※ 不明な点がありましたら、役場福祉課福祉介護係（電話 82-1113）までお問い合わせくださ

い。 
 

 
『令和元年度シニア健康フェスティバル』を下記日程のとおり開催します。 
午前中は身体に負担をかけすぎず、楽しく体を動かしましょう！昼食は、食生活改善協

議会の皆さんが栄養バランスを考えた食事を提供してくれます。午後からは㈱明治様のご
協力により食育セミナ―を実施することとなりました。 
保育所の元気な園児も参加いたしますので、お誘いわせの上ぜひご参加ください！！ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※参加希望の方は、10 月 24 日（木）までにお申込み下さい。 

 

申込先 社会福祉協議会 電話 ８２－２７９１ 

令和元年度 シニア健康フェスティバルの開催について 

利尻富士町社会福祉協議会 

【鬼脇地区】 

と き  10 月 30 日（水） 

午前 10 時～ 

ところ  鬼脇公民館 

【鴛泊地区】 

と き  10 月 29 日（火） 

午前 10 時～ 

ところ  総合交流促進施設りぷら 

■鴛泊地区バス運行時間（各バス停） 
 

○雄忠志内⇒野 塚⇒湾 内⇒港 町⇒会場着 

9:40    9:43    9:46    9:48    9:50 
  

○ポロフンベ⇒大 磯⇒本 泊⇒富士岬⇒会場着 

9:35       9:38    9:41   9:45    9:50 

■鬼脇地区バス運行時間（各バス停） 
 

○野 中⇒南 浜⇒沼 浦⇒金 崎⇒会場着 
9:35    9:38    9:41    9:45   9:50 

 

○鰊 泊⇒旭 浜⇒石 崎⇒二 石⇒清 川⇒会場着 

9:35   9:38    9:41    9:44   9:47   9:50 

 



高齢者運転免許証更新時におけるタクシーチケットの交付について    

利尻富士町交通安全協会 

 現在、70歳以上のドライバーの方を対象に稚内声問自動車学校で高齢者講習を受ける際

のタクシーチケットを交付しております。10月1日からの増税により、下記のとおり変更

となりますので、お知らせいたします。 

なお、お求めの際は「役場 総務課 企画調整係」または「鬼脇支所」でお申し込みくだ

さい。 
 

【変更前】      【変更後】 

夏季期間 3,000円   夏季期間 3,100円 

冬季期間 3,500円   冬季期間 3,700円 

  

お問い合わせ先：総務課 企画調整係（電話82-1112） 

 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 

 

 

～弁護士が無料での相談を実施します～ 

主催：旭川弁護士会 

  ◆日 時：令和元年１０月２３日（水曜日） ９時３０分～１２時（お一人３０分） 

◆場 所：利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」（交流室） 

◆ご予約・お問い合せ・担当弁護士  

：稚内ひまわり基金法律事務所 小田桐 誠 電話番号０１６２-２４-７９００ 

*予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 

◆相談例：借金問題 離婚問題 相続に関する問題 交通事故 労災 刑事事件  

悪徳商法 ご近所トラブル 賃貸借（土地・アパート・マンションなど）その他 

        ～ 相談料は無料ですので、お気軽にご利用ください。～ 
   ※利尻町においても実施しますので、都合の悪い方はこちらに来ていただくことも可能です。 

・日時 場所 １０月２３日（水） １３時～１５時３０分 利尻町交流促進施設どんと 

＊＊名寄公証役場公証人による無料相談会も同日開催です＊＊ 

「公正証書」って知ってますか？ 

「大切な方に遺産を残したい」と思ったとき，これを公正証書（「遺言公正証書」 

 といいます。）にしておくと，安全で確実な遺産の承継が可能となります。７月から 

相続に関するルールが大きく変わりましたので、内容の確認だけでもご利用ください。 

公正証書のことで相談してみたいという方は，上記同日時に相談所を開設しますの 

でご利用ください。なお、１０月２１日（月）までにご予約をお願いします。 

  ※ご予約・お問い合せ：名寄公証役場公証人 電話/FAX０１６５４-３-３１３１ 

                  不在時は携帯電話０８０-５５８７-６８６７ 

  * 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください 

 

  

 



 


