
おかげさまで40回目の北海島まつりは、今年も大盛り上がり！
～平成24年 鴛泊地区 北海島まつり より～

平成24年 9月号

No.226

広報

町のホームページは毎日更新されています。 以下のアドレスからご覧ください。
http://town.rishirifuji.hokkaido.jp/
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　町民の皆様には、役場・漁組からの放送やテレビ電話などで、ご活用頂いておりますが、
今回は、ＩＰ告知端末機をご利用になっている中で、故障かな？と思った時や、使うこと
が出来なくなった時の対処法についてご説明します。

◎IP告知端末機が動かなくなった時
　「画面が映らない」「テレビ電話の声が聞こえない」「放送が流れない」などの不具合が
生じた時、「ＩＰ告知端末機」を再起動（本体の電源が切れ、その後自動で電源が入る動
作）することで直ることがあります。

①再起動するには、本体の裏にある丸いボタンを押します。

•【再起動】を押してから動作が完了して、元の画面に戻るまでに3～4分程かかります。
•上記の操作で不具合が必ず直るというわけではありませんので、【再起動】を行っても不
　具合が発生する場合は役場総務課企画調整係までご連絡ください。

※丸いボタンを押しても画面に項目が表示
　されない又は画面が暗いままの場合は、
　ボタンを長押しすることで強制的に電源
　を切ることが出来ます。その後、もう一
　度丸いボタンを押すと本体の電源が入り、
　再起動を行うのと同じことができます。

～端末機に不具合があった場合の対応～

②ボタンを押すと画面に【電源オフ】【再起動】【キャンセル】の３つの項目
　が表示されます。

③次に表示された3つの項目から【再起動】を押して頂くと自動的に再起動
　が行われます。

　その他、IP告知端末機に関してご不明な点などありましたら
役場総務課企画調整係（82－1112）までお問い合わせ下さい。

ここを押す

ＩＰ告知端末機ＩＰ告知端末機

ここを押す

ＩＰＩＰ告知端末機について告知端末機についてＩＰＩＰ告知端末機について告知端末機についてＩＰ告知端末機について
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　利尻富士町では、ＮＴＴドコモ・ａｕ・ソフトバンクの携帯電話をご利用の方に、気象庁
からの緊急地震速報、大津波警報や役場からの避難情報等の緊急を要する情報をメールで一
斉配信するサービスを開始しました。

〈エリアメール・緊急速報メールの特徴〉
•利尻富士町内の電波エリアに対して配信することから事前の登録等は一切不要です。
•気象庁が配信する緊急地震速報・大津波警報のほか、町から発信される避難指示など任意
　のテキスト配信も可能です。

〈エリアメール・緊急速報メールが受信できないケース〉
•通話中、パケット通信中の場合、又、電源オフ時や圏外の場合も受信できません。
•利尻島内（利尻町も可）エリア限定のサービスですので、島外で配信サービスを開始して
　いないエリアですと受信できません。

◎月額使用料のほか通信料や情報料も
　含め一切無料です。

◎機種によってはあらかじめ受信設定
　の必要があります。

ＮＴＴドコモ「エリアメール」・ａｕ及びソフトバンク「緊急速報メール」サービスについて
NTTドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話をご利用の方へNTTドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話をご利用の方へNTTドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話をご利用の方へNTTドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話をご利用の方へNTTドコモ、ａｕ、ソフトバンクの携帯電話をご利用の方へ

エリアメール・緊急速報メール　配信イメージエリアメール・緊急速報メール　配信イメージ

地震発生 津波発生 災害発生

○○沖で地震発生、
強い揺れに備えて
ください（気象庁）

※画面はイメージです。

緊急地震速報

緊急地震速報

沿岸部の方は
直ちに高台など
安全な場所へ
避難して下さい
（気象庁）

※画面はイメージです。

津波警報発表

津波警報

○○地区にお住まい
の方は、△△小学校
へ避難してください
　　（□□市）

※画面はイメージです。

避難準備情報

災害・避難情報
対象エリア対象エリア

対象エリア外対象エリア外

携帯電話会社携帯電話会社

一斉配信一斉配信

作成・配信作成・配信緊急地震速報・津波警報 災害情報・避難情報

※配信なし

ソフトバンク
ａｕ（ＫＤＤＩ）
ＮＴＴドコモ

気 象 庁 役 　 場
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タイムスりっぷ

連載㉚
道内初の石造灯台 -鴛泊灯台-

広報「りしり富士」9月号

　ペシ岬の先端に建つ鴛泊灯台。全面真っ
白に塗装された灯台で、とても目立ちま
す。でも灯台というと石崎灯台のように赤
と白に塗装されるのが一般的です。では、
なぜ鴛泊灯台だけ白一色なのでしょうか。
　道内の灯台について詳しく調べている山
本雅晴さん（元稚内海上保安部次長）によ
れば、鴛泊灯台は1892（明治25）年に建設された道内初の石造灯台でした。
　現在の建物は、昭和28年に改築されたコンクリート造ですが、初代は切石を積み上げた円形
の壮麗なものであったようです。そして、道内の石造灯台では、後にも先にもこの鴛泊だけであ
ったということが知られています。また、白い石材
の調達先については、当時の記録になく島内なのか
島外なのかいまだ不明です。
　さらに、初代灯台使用の回転フレネルレンズとて
んろく装置（回転装置）が東京の燈光会に保存され
ているとのこと。石材をどこから調達したのか、を
含め今後も継続調査していきたいと思います。
　また、山本さんより初代鴛泊灯台の100分の1サ
イズのペーパークラフトをいただきました。作りた
い方、灯台に関する資料や情報をお持ちの方は、教
育委員会　山谷（電話82-1370）までご連絡くださ
い。

初代鴛泊灯台クラフト作成者
Kurafuto373　南　秀実
〒923-0975 石川県小松市矢田町ラ－1
電　話 : 050－3791－6984
メール : h-minami@globe.ocn.ne.jp

◎10月31日　町道民税（3期）、国民健康保険税（4期）
◎11月30日　固定資産税（4期）、国民健康保険税（5期）
◎12月25日　国民健康保険税（6期）

町税や口座振替手続きについてのお問い合わせは･･･役場総務課税務係（TEL 82－1111）

☆町税納期のお知らせ☆
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保健師だより保健師だより 福祉課すこやか保健係

　だんだんと風も涼しくなってきて、そろそろ紅葉がみられる季節になりました。食欲の秋ということ
で、食べ物もおいしい時期ですが、食べすぎには注意しましょう！  10月には利尻富士町の秋のすこや
か健診があります。普段から病院に通っている方も対象とした健診なので、ぜひこの機会に受診しまし
ょう。また、春のすこやか健診を受診されていない方は必ず秋に受診してください。

　利尻富士町は、高血圧症、脂質異常症（高コレステロール血症）の方の割合が高いのが現状です。特
に脂質異常症の割合は増加しており、これらは動脈硬化の原因となります。動脈硬化が進行すると、脳
梗塞や心筋梗塞になる危険性が高くなります。特に脳梗塞は、死に至らなくても後遺症による麻痺や記
憶障害がのこります。

　秋のすこやか健診では、基本健診（血圧測定、採血ができます）の他に眼底検査、心電図検査、腹部
エコー検査、各種がん検診も行っております。自分の体の健康状態を知る機会にもなりますので、是非
受診してください。
※基本健診と心電図検査をいっしょにすることで、心筋 塞・狭心症・動脈硬化の可能性がないかを知
　ることができます。

★健診日★
　10月7日（日） 　　　　7：00～11：00　鬼脇公民館
　10月8・9日（月・火）　7：00～12：00　保健センター

高血圧や糖尿病、喫煙は血管をボロボロにしてしまいます。
このボロボロになった部分にコレステロールが沈着すると
『こぶ』ができて血管が厚くなります。（＝動脈硬化）

予約は保健センター（電話82－2320）で受け付けております。

早期発見・早期予防が
大切です！！

動脈硬化の原因動脈硬化の原因

血管が厚くなると、血液の通り道も狭くなり、
血管がつまりやすくなってしまいます！
　　　　　　　　　　　　　　　　　
『こぶ』が破けると、血栓（血管がつまる）ができて梗塞
の原因となります。
◎脳の血管がつまると⇒脳 塞
◎心臓の血管がつまると⇒狭心症（悪化すると心筋 塞）

正常な血管

動脈硬化が進行すると…動脈硬化が進行すると…

利尻富士町の利尻富士町の秋のすこやか健診を受診しましょう！のすこやか健診を受診しましょう！利尻富士町の秋のすこやか健診を受診しましょう！

動脈硬化が
進行した血管

高血圧 糖尿病糖尿病

血管血管

たばこ

コレステロール
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　はじめまして！ひいろです。
パパがつけてくれたお気に入
りの名前だよ☆
　クリスマスの夜に生まれた
んだぁ！ 毎年盛大にお祝いし
てもらおうっと♪
　最近はテーブルの上からリ
モコンをとるのに夢中！！
　みなさんビックベイビーの
ひいろをよろしくね。

　はじめまして☆りおです。
　ぼくのチャームポイントは、
パパ似のながぁ～いまつげ☆
　最近やっとハイハイが少し
できるようになったんだぁ。
　早く大きくなって、おじい
ちゃんの作ったおそば食べた
いなぁ。
　毎日お散歩してるから見か
けたら声かけてね☆ H23. 12. 25 生

【両親】昭奈・菜摘
【住所】栄町1

H23. 12. 11 生
【両親】康弘・舞
【住所】鬼脇1

菅 原 凜 央
すが わら おり

くん くん山 中 陽 路
やま なか ろひい

　こんにちは☆たっくんです！
　僕は奈実お姉ちゃんが大好
きなのにいつも倒されてます。
　沢山食べて力をつけて将
来はお姉ちゃんをやっつけて
やる予定です。
　いつもトトロの広場に遊び
に行っているので皆さんも良
かったら遊びに来て下さい♪
どうぞよろしくお願いします。

　ふぅ～・・・パパとお兄ちゃん
の相手をしてやるのもけっこう
疲れるでしゅ。
　お兄ちゃんはしつこいし、パ
パのおひげジョリジョリは痛い
し、まったくもぅ・・・
　あ！皆さんはじめまして、僕
が武田家次男の桔平です！
　毎日ママのおいしいゴハン
をいっぱい食べて元気に育っ
てましゅ！ 気軽に「きっぺー♪」
って声をかけてくださいませ！

H23. 12.  6 生
【両親】学・美和
【住所】二石

H23. 12. 3 生
【両親】達宜・美紀
【住所】鬼脇1

武 田 桔 平
たけ だ ぺいきっ

くん くん澤 田 　 拓
さわ だ たく

　はじめまして、みゆうです。
元気に大きく育っています！
　毎日、ハイハイやつたい歩
きでいっぱい遊んで、力も強
くなりました。
　最近、朝はお父さんとお散
歩しています。
　みなさん、よろしくね。

H24.  1 . 21 生
【両親】託真・綾美
【住所】栄町1

H24. 1 . 15 生
【両親】鉄也・奈保子
【住所】清川

福 家 遼 真
ふ け りょう ま

くん ちゃん大 関 心 結
おお ぜき み ゆう

11人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！11人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！11人の元気な赤ちゃんを紹介するよ！

　はじめまして。
　愛犬「はな」との散歩が日
課の「はるね」です。
　ベビーカーはちょっと苦手
だけど、人見知りは克服した
ので、町で見かけたら声をか
けてくださいね。
　よろしくお願いします。

　みなさんこんにちは。
　かわむらあさひです。
　最近はお兄ちゃんが大好き
で歩行器でついて歩いて遊
んでるよ！外でたくさん遊ん
で日焼けした顔と天然パーマ
のくるくる髪の毛がチャーム
ポイントだよ！
　みんな仲良くしてね♡

H24. 2 . 3 生
【両親】敏明・幸代
【住所】本町

ちゃん今 井 晴 音
いま い ねはる

H24.  1 . 31 生
【両親】英隆・未来
【住所】鬼脇1

くん川 村 旭 陽
かわ むら あさ ひ

　みなさんこんにちは！
　福家遼真です！
　食べるの大好き!何でも口
に入れてパクパクしてます。
　「愛嬌がいいね！」と初めて
会った人にもよく誉められる
よ。…でもお父さんにはギャ
ン泣きするぜ…なんでだろう！？
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　はじめまして、しゅうたです。
　顔がちっちゃくて色白だね
～とよく言われます（照）
　寝返りが楽しくて毎日おウ
チの中をゴロゴロしています。
　お天気のいい日は大好きな
おさんぽをしているので見か
けたら声をかけてくださいね。

H24. 3 . 8 生
【両親】寛之・双葉
【住所】富士野

谷 村 柊 太
たに むら たしゅう

くん

　はじめまして。
　ぼくは凜太郎です。
　ぼくはとっても食欲旺盛で、
こんなにムチムチになってし
まいました！！
　お姉ちゃんはそんなぼくに
メロメロでうるさいぐらいに
遊んでくれます（^o^）
　みんなもぼくを見かけたら、
遊んでネ！！

　こんにちは。
　僕は矢田家次男の冬羽だよ。
　小粒で生まれた僕だけど、
おっぱいいっぱい飲んで元気
に育ってるよ。
　早く大きくなってれいんお
兄ちゃんと遊ぶのが楽しみだ
なー♪町民の皆さん、こんな
僕をよろしくね！！

H24.  3 . 1 生
【両親】幸太・麻美
【住所】栄町1

H24. 2 . 24 生
【両親】充貴・あやの
【住所】栄町1

矢 田 冬 羽
や だ とう わ

くん くん加藤凜太郎
か とうりん ろうた

 好奇心旺盛で元気いっぱい
の女の子です。まわりでは私
の事を“かいじゅう”って呼ん
だりするの。
 親からはなれるとすぐ泣い
ちゃうけど、だっこされてる
時はご機嫌だから声かけて下
さいネ。
 よろしくお願いします。

H23. 12. 29 生
【両親】秀輝・静枝
【住所】栄町2

ちゃん近江美和翔
おう み み とな

●日　　　時　　平成24年9月28日（金）～30日（日）※3日間
　　　　　　　　※参加については、1日でもかまいません。時間も自由。（参加費は同じです）

●場　　　所　　利尻富士町の港内で、次の場所を指定とする。
　　　　　　　　①雄忠志内漁港　②旭浜漁港　③鬼脇漁港　④南浜漁港　※以上の4ヶ所に限る
　　　　　　　　（テトラなどの立入禁止区域や、危険区域、一般的に釣りが困難である場所は除く）

●対　　　象　　中学校1年生以上（ただしファミリーの部で親と一緒の場合は小学校以上とする）

●参　加　費　　成人（高校卒業以上）：2,000円　　学生（中学・高校）：1,500円
　　　　　　　　ファミリーの部（親と子）2人の場合：3,000円　　3人の場合：4,500円　※保険代込
　　　　　　　　※参加費は3日間共通です。※2日目の交流会のみに参加の付添いの方は500円（当日可）

●申込み方法　　⑴申込み期間：9月10日（月）～9月28日（金）午後5時まで
　　　　　　　　⑵申込み場所：①利尻富士町役場産業建設課商工観光係内協会事務局（土日祝除く）
　　　　　　　　　　　　　　　②鴛泊フェリーターミナル観光案内所
　　　　　　　　⑶申込み方法：所定の申込書に記入の上、申込金を添えて、上記場所のいずれかに申し込み下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　発行された参加証は紛失しないようにして下さい。

●競 技 方 法　　サケのみを対象とする。「重さ」を表彰基準とする。

●表 彰 部 門　　①成人の部　②レディースの部　③ジュニアの部（中学・高校）④ファミリーの部
　　　　　　　　⑤ベスト・レコード賞（全体で一番重い鮭を釣った人）⑥特別賞（各種）　

●日　　　程　　28日（金）競技時間8:30～16:00（検量①11:00～13:00、検量②15:00～16:30）
　　　　　　　　29日（土）競技時間8:30～16:00（検量は28日と同じ2回、交流会17:00～18:00）　　　　　　　　
　　　　　　　　30日（日）競技時間8:30～12:00（検量11:00～13:00、結果発表13:30、表彰式14:00）

★申し込まれた方に注意事項、会場図（釣り場、検量場所、交流会・会場）、参加票をお渡しします。
★問い合わせ先：0163（82）2201観光案内所または0163（82）1114観光協会事務局　※9～17時

第1回 利尻島サケ釣り大会2012第1回 利尻島サケ釣り大会2012第1回 利尻島サケ釣り大会2012
～3DAYSサーキット～
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世帯計女男

鴛泊

鬼脇

合計

昨年
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　今年の夏も観光客を含め多くの方が利尻島
を訪れました。特に映画「北のカナリアたち」
の撮影では吉永小百合さんを始め、豪華俳優
陣が来島しました。実際に俳優さんを間近で
見て感動した方もいたかと思います。公開は
11月3日とのことですが、利尻島の大自然と
俳優さんの名演を早くスクリーンで見たいで
すね！

9月21日（金）から30日（日）まで
秋の全国交通安全運動を

実施します。

　　氏　　　名　　　月日　　保護者　　続柄　住　所
石川　陽琉（あたる）4.15　拓郎・麻梨　長男　鬼脇1
前田　羽玖（は　く）4.23　幸久・知美　長男　栄町1
兵庫　圭祐（けいすけ）6.13　洋之・夕紀　長男　富士野
中野　颯斗（はやと）6.18　裕介・しのぶ　長男　本　町
川村　恭矢（きょうや）6.24　伸一・さゆり　二男　鬼脇1
山谷　詩葉（ことは）7.26　文人・ちはる　長女　本　町

★お誕生おめでとうございます★
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　氏　名　　月日　年齢　住　所
三橋惠美子　3月　80歳　清　川
佐藤八重子　4.1　81歳　秀峰園
牧野ハルヱ　4.2　85歳　鬼脇2
江畠　敏満　4.5　64歳　栄町2
藤井　キヌ　4.14　96歳　鬼脇1
石川　透　　4.22　80歳　栄町1
津崎　義一　4.25　91歳　秀峰園

　氏　名　　月日　年齢　住　所
長森　イセ　5.10　93歳　秀峰園
柳谷　キミ　5.12　85歳　栄町1
松田　マサ　6.8　86歳　鬼脇1
髙橋　宏彰　6.14　40歳　雄忠志内
赤坂　智恵　6.27　35歳　石　崎
青山　勝春　7.7　68歳　鬼脇1
濱本　ツル　7.27　96歳　秀峰園

◆お悔やみ申しあげます◆

不動産や会社の登記事項証明書が不動産や会社の登記事項証明書が
インターネットで請求できますインターネットで請求できます
不動産や会社の登記事項証明書が不動産や会社の登記事項証明書が
インターネットで請求できますインターネットで請求できます
不動産や会社の登記事項証明書が
インターネットで請求できます

◆環境設定一切不要！　ネットショッピング感覚で御利用できます。
◆利用可能時間が長い！　仕事の後でも安心して御利用できます。
◆窓口や郵送での請求に比べ手数料が格安です！

窓口請求 郵送請求

＋郵送料 ※普通郵送料はかかりません。

オンライン請求
郵送で受け取る場合 窓口で受け取る場合

550円570円700円700円

【インターネットでの御利用先】
 http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp　　　　　
「登記ねっと  供託ねっと」に今すぐにアクセス！

【お問い合わせ先】
旭川地方法務局稚内支局
☎0162－33－1122
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9月17日現在

月日　　　氏　名　　住　所
6.20　小黒　保幸　　栄町1
　　　佐々木直美　　栄町1　
6.26　飯田紳一郎　　清　川

櫻庭　りえ　　清　川

♡ご結婚おめでとうございます♡

登記供託ねっと 検索
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