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▼測定内容（所要時間20～30分）
　筋肉量、筋力、身体機能（バラ
　ンス能力、歩く速さ、足の力）
▼対象者　75歳以上の方（町在住）
※ペースメーカーをご使用の場合
　は、測定項目が限定されます。

30 分で自分の健康を
確認してみませんか

バウンドテニス
初心者講習会を開催します

　運動しやすい服装・運動靴・マ
スク着用で参加してください。
▼日時　
①９月８日（木）9時30分～12時
②９月 10 日（土）19 時～ 21 時
▼場所　総合体育館
▼参加料　無料
▼申込み・問合せ　
　当別バウンドテニス協会
　（菅原☎ 090 － 7058 － 8910）

▼日時　9 月 19 日（月・祝） 
　15 時～ 21 時 30 分
▼対象・料金　
・65 歳以上の方　200 円
・小学生以下の児童（保護者 1 人 
　につき児童 2 人まで無料）
▼場所・問合せ　滝乃湯（園生　
　2172 番地・☎ 23 － 2041）

公衆浴場
「敬老の日のご案内」

▼開催日　10 月 16 日（日）
※雨天決行。
▼競技内容
①ハーフ
　スウェーデンヒルズ～高岡地区
②ファンラン
　スウェーデンヒルズゴルフ倶楽
　部内の約 1.5 ｋｍ
▼交通規制
　スウェーデンヒルズ～高岡地区
までのマラソンコース周辺で、交
通規制が行われますのでご協力を
お願いします。
※詳細は、10 月号広報誌の折込
　みチラシをご確認ください。
▼問合せ　
　当別スウェーデンマラソン　　
　2022 事務局　
　（☎ 011 － 211 － 8051）

当別スウェーデンマラソン
2022 を開催します ▼日程（応募時に参加時間相談）

①10月11日（火）②10月12日（水）
③10月28日（金）④11月11日（金）
⑤11月22日（火） 
▼時間　①③④⑤ 13 時～ 15 時
　② 9 時～ 12 時
▼場所　ゆとろ
▼申込期限　対象日の３日前まで
▼申込み・問合せ
　北海道医療大学（只石☎ 23 －
　1569/090 － 7517 － 3774）
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寄付・寄贈
☆当別町ふるさと納税へ
■７月 1 日～７月 31 日納入分

計 6,520 人から 8,113 万円
　ご寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等
　は町ＨＰに掲載しています。
☆当別町まちづくり基金へ
▼鹿野 信一さんのご遺族より
　50 万円
　　ご寄付は、個性豊かなまち
　づくりを推進する事業に活用
　させていただきます。

☆当別町社会福祉協議会へ
▼匿名の方より　5 万円

　６月７日（火）～８日（水）に
札幌市のヱル電株式会社が、町営
春日団地敷地内草刈りに地域貢献
活動として取り組まれました。こ
の活動に感謝し、後藤町長より感
謝状の贈呈をしました。

地 域 貢 献 活 動
感謝状を贈呈しました

●秋の全国交通安全運動
　９/21（水）～９/30（金）
　夕暮れ時から夜間の高齢歩行者
や自転車は車から見えづらくなり
ますので、反射材を身に着けたり

　40 年以上に渡って制作された
農作業風景や道庁赤レンガなどの
木版画約 40 点を展示します。
▼日時　9 月 27 日（火）～
　　　　10 月２日（日）
　　　　10 時～ 16 時
▼場所　ふれあい倉庫
　　　　多目的ホール
▼問合せ　三浦（☎ 26 － 2909）

三浦和司木版画展

▼問合せ　町交通安全推進委員会
　　　　　（☎ 23 － 2711）

明るい服装を着用するなど、交通
事故に遭わないよう気を付けま
しょう。
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収 穫 祭 開 催 ！

宇和島市から直送 !!

“極早生みかん”
酸味があり、さわやかな味わ
いが楽しめます。

宇和島市郷土の味‼

　“じゃこカツバーガー”
当別産の小麦粉で作ったバン
ズで挟んでボリューム満点。

新米使ってます‼

“炊き込みご飯”
当別の新米を使ってほっくほ
くに炊きあがりました。

秋の味覚のとれたてのお野菜はもちろん、テイクアウトメニュー
も用意してお待ちしております。DAN ‐ LAN さんとコラボし
た当別の美味しいかぼちゃを使ったスイーツもあります！

９月 23 日（金・祝）
 ９時～ 14 時まで実施！

広　告

広　告



252022 年９月号

広　告広　告

広　告

■問合せ  27-5260
■場所　当別太 774 番地 11
＜営業時間＞
本館　　　　9 時～ 17 時
レストラン　11 時～
　 　 ※ラストオーダー 16 時
農産物直売所　9 時～ 17 時
※営業時間の短縮を行う場合があ
　ります。詳細はホームページを
　ご確認ください。

道の駅とうべつ
公式ホームページ→

おかげさまで道の駅とうべつはおかげさまで道の駅とうべつは５周年‼５周年‼
9 月 16 日（金）～ 9 月 25 日（日）

限定メニューの一部を紹介！

※雨天時は規模を縮小して実施す
　る場合があります。

9 月 23 日（金）～ 9 月 25 日（日）

色ごとに中の餡が違います！
イベント期間中に各日 30 食限定
で販売。

５色団子（一久大福堂）
発売から１周年！『真鯛の飯寿司』
はいかがでしょうか？さっぱりと
した味わいの飯寿司は、道の駅と
うべつ限定商品です。

9 月 23 日（金）

NN
ノ ー ルノ ー ル

ORDORD
道の駅公式アンバサダー

　　　　　のミニライブを開催！
とうべつ学園吹奏楽部と当別中学
校吹奏楽部 OB が出演し、道の
駅テーマソング「北欧の風」を
NORD とコラボで演奏！

レストラン・テイクアウトコーナ
ーでは限定メニューを提供！

屋外でのステージイベントや町内
飲食店の催事も目白押しです。

ダンプレダンプレで話題の国際情報
高校吹奏楽部の単独ステージ！

9 月 25 日（日）

認定こども園おとぎのくにのマー
チング、DDD、当別音頭が出演！
子どもミニ縁日もあります！

9 月 24 日（土）


