
― コロナと向き合いながら ―

中学校分散登校の様子



転入届の第１号となったのは、
26歳会社員の女性

ピップ㈱の
製品をプレゼント

ちょっと
ステキな

転入届

相互応援大使活動の

シンボル「PIP」マーク

【記念品】

ピップエレキバン 130

ピップマグネループＥＸ
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昨年度に実施した連携事業

七夕天国でピップ㈱による障害物競走

比布中学校でテーピング講座

バレンタイン企画！義理でも人間関係を改善
上司に効く ?!「義理ピップエレキバン」

比布神社で「エレ祈願」と「受かループ」をご祈祷

出生届

【ピップ㈱とのつながり】

昭和 55 年（1980 年）に比布駅で女優の樹木希林さんと

当時のピップフジモト横矢会長が出演したコミカルなＣ

Ｍが一躍話題となり、比布町の名前が全国的に有名にな

りました。このＣＭ放送が縁となり交流がはじまりまし

た。

平成 30 年（2018 年 ) ８月には、「比布町応援大使」事

業が始まり、その第１号としてピップ㈱の代表取締役社

長である松浦由治氏が就任しました。

さらに、ＣＭ放送から約 40 年の時を経て、令和という

新しい時代を機に「ＰＩＰ相互応援大使活動」を開始し、

より強い絆で結ばれ、互いの魅力を発信しています。

【ＰＩＰ相互応援大使活動の紹介】

令和元年８月

11月

12月
令和２年１月

２月

４月

・ＰＩＰ相互応援大使活動お披露目発表

・比布駅に顔出し看板を設置

・比布中学校でプロ・フィッツ「スポや

   かプロジェクト」（テーピング講座）

・シンボル「ＰＩＰ」マークを制定

・ 受験生に向け「エレ祈願」「受かループ」

   を比布神社でご祈祷

・スキー場にピップ㈱の広告掲示

・体育館にピップ㈱の広告掲示

・バレンタイン企画「義理ピップエレキ

   バン」でＰＲ

・転入、婚姻、出生の届け出時にピップ

   製品を配付

・コラボ名刺の作成

今年度トップバッターで

生まれてきた加藤福
ふ

久
く

くん（北町）

【記念品】

ピップエレキバン  for mama

スリムウォーク

（スキニールームウェア）
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新型コロナウイルスに関わる支援が実施されます

全国民
対象

町内
事業者
対象

2710

申請者 町町

子育て
世帯
対象

申請後１週間から
10日程度 ５月 14日頃
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後期高齢者健診（町民総合特
定健康診査）は現在申し込み
受付中です。詳細は、保健セ
ンターにご連絡ください。

ホケンシ
ゴウダ隊員

エピソード２　「そうだ！ 後期高齢者健診を受けよう！」

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

皆さん！健診、受けて
ますかー！この健診は、
75歳以上の後期高齢者
医療加入者を対象にし
たものです。さてここ
で、受診率と一人あた
りの医療費を示す右の
グラフを見てください。

平成 30年度比布町後期高齢者
健診受診率と一人当たり医療費

ホケンシ
カワシマ隊員

「なぜ健診率が高いと医療費が低い＝健康なのか…毎年受診している方に聞いてみました！」

つまり！
年 1回の健診で自分の体を知
り、「この 1年間、何に気を
付けるのか」に気づくことが、
結果、医療費を下げているの
かもしれませんね！これは受
診するしかありませんね！

「健康管理と安心のために
受けています。自分の体の
ことを知れるのでいいよ」
70代女性

「健診を受けると、結果が
多少悪くても「１年は大丈
夫かな」と安心できる。
「ここ」に気を付けていれ
ば、また遊んでいられるか
な…とかネ！」　70代女性

「何十年も健診を受けて、
保健師や栄養士の話を聞い
ていると、自分でも良い悪
いの判断ができるように
なってきたよ」　80代男性

実際の声

低　　　受診率　　　高

10％　　15％　　20％　　25％

95

90

85

80

75
（万円）

北海道平均

比布町

全国平均

ホケンシ
ナカムラ隊員
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防災行政無線
戸別受信機

15

30

こちらはＪアラートの
テストです！ 

点滅は、電池が消耗

している合図です！

交換してください！

20

11

防災情報や町からのお知
らせなど、お悔み放送以
外の防災無線放送内容も
配信しています。

①②

③ ④

固いので強く
スライドする
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30

20

30

17

30

使 用 料

(町民 )

良佳村へようこそ！

グリーンパークぴっぷ
　　　　　　　　　　◆管理事務所◆☎ 85-2383◆

冬季休業中だったグリーンパークぴっぷが、

オープンしました。多くの皆さんのご来場を心
よりお待ちしております。
　また、ホームページやフェイスブックなどで
もお知らせしていますので、ご確認ください。

,

遊湯ぴっぷご宿泊の場合

無料　　

レンタル料

１ 日 券
午 後 券

10名以上　
25名以上　

パークゴルフ

無　料

レンタル料
バスケットボール

１ 時 間

１ 日 間

半面

,
,

全面

,
,

名以上でご利用の場合

遊湯ぴっぷご宿泊の場合
　２時間まで　無　料

レンタル料

サッカーボール

多目的広場

１ 時 間
１ 日 間

カーサイト ,

キャンプ場

,

10名以上でご利用の場合

遊湯ぴっぷご宿泊の場合
２時間まで　無　料

レンタル料

テニスコート (１コート )

●パークゴルフシーズン券の

　　有効期限について

シーズン券の有効期限は購入日

から１年後の月末です。

例）購入日　令和２年５月 23日
⇒有効期限　令和３年５月 31日

使 用 料 無　料

レンタル料

(３コース )

・遊湯ぴっぷ入浴
＋パークゴルフ１日券
　　　　　　→ 700円
・遊湯ぴっぷ入浴
＋食事
＋パークゴルフ１日券　
　　　　　→ 1,300円
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5

Twitter

Facebook

Instagram

Blog

雜賀雄太 （さいかゆうた）

比布町の地域おこし協力隊とし
て勤務。 日々の出来事や業務
に関わるお知らせをＳＮＳで発信
しています。 ぜひご覧ください。

こどものひろば５月の行事予定
＊こどものひろば＊

■開催日■※町民カレンダーに開催日を掲載しています。
月・水・金曜日：午前９時～正午・午後１時～３時
火・木曜日：午前９時～正午
■内容■　入園前の親子を対象に、遊びや育児に関しての
情報提供や保護者同士の交流の場として開催しています。
＊子育て相談＊

■開催日■　土・日・祝日を除く毎日：午前８時 30分から
午後５時
■内容■　子育て支援相談員による相談を随時行っていま
す。相談内容に応じて保健師や栄養士も対応します。
＊今月の行事＊

■ 13日（水）「０歳児教室」
■ 20日（水）「１・２歳児教室」
■ 27日（水）「お誕生会」「壁画制作」

予約は不要！

【 問い合わせ 】　
子育て支援センター
（保健センター）
☎８５‐２５５５

※新型コロナウイ
ルス感染拡大対策
のため、変更になる
可能性があります
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ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [５月号 ]
□開館時間　午前 10時～午後６時
□休館日　毎週月曜日 (祝日の場合は次の日 )　18日、25日　　　　□館内整理日　27日（水） 　　　

いつも機嫌が悪くて、プーッとしているてっちゃん

は、テツコ・プーと呼ばれていました。ある朝、プーッ

としていたら、あらら、とんでもないことになって…。

鉄道マニアの小日向は、ある日、廃駅となっている地

下鉄銀座線萬世橋駅へと潜り込む。そこには政府の「あ

る事情」により地下空間で暮らす謎の集団が。さらに殺

人事件が起こり…。『WEB文蔵』連載を加筆し書籍化。

奇跡の生還を果たしたタロ、ジロとともに昭和基地

で生き延びていた、知られざる“第三の犬”がいた -。

なぜ歴史に埋もれてしまったのか？ はたして犬の正体

は？ 封印された“第三の犬”の正体をめぐる真実の南

極物語。

「帝都地下迷宮」
中山 七里 /著１

２「その犬の名を誰も知らない」
嘉悦 洋 / 著，北村 泰一 /監修 ３「テツコ・プー」

児島 なおみ/作・絵

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

【一部イベント中止のお知らせ】

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、以
下のイベントを中止します。

６月２（火）～５（金）蔵書点検

　本を点検するため、図書館は休館となります。本を
返す時は入り口にあるポストに投函してください。

　ぶっくんシアターの再開に
つきましては、広報紙、町ホー
ムページ、無線放送などでお
知らせします。

おはなし☆ひろば（５月23日）

ぶっくんシアター（当面の間）

図書館入り口
入ってすぐです

9 広報ぴっぷ May  2020



いつまでも元気で暮らすための「筋活」

高齢者には筋肉なんて関係ない…筋トレなんてしないしなぁ…なんて思っている
そこのあなた！ 筋肉はとっても大事なんですよ！筋肉は体を支えたり、内臓を
守ったりするだけじゃないんです。他にもたくさんの働きをしているんです。

筋肉の
役割

水分を蓄える

加藤
管理栄養士

野内
精神保健
福祉士

血糖値の上昇を抑える

病気に強い体を作る腰痛や膝痛を予防する

血液中の糖の多くは筋肉に貯めこまれま
す。筋肉が少なくなると、糖を貯めてお
く場所が少なくなり、血液の中の糖が増
え糖尿病になるリスクが高くなります。

筋肉は脂肪より多くの水分を蓄えること
ができます。筋肉を増やすと、体内の水
分量が増え、脱水症状になりにくい体に
なります。

腰痛の原因として背筋・腹筋の衰えが、
ひざ痛の原因としては、太ももの前側の
筋肉の衰えがあります。腰痛や膝痛の予
防・改善に筋肉は大切です。

筋肉は、体温を保つ働きがあります。筋
肉量の減少は低体温の原因となり、体の
抵抗力が低下。風邪や肺炎、感染症など
にかかりやすくなってしまいます。

筋肉は
裏切らない

筋肉は
あなたを守る

筋肉は
うるおい

筋肉は
健康

保健福祉課中谷主事

10 May  2020 広報ぴっぷ



■問い合わせ　

役場総務企画課生活安全係　☎８５-４８０１

⾮常持出品は両⼿が
ふさがらないカバン
に⼊れておこう︕

「災害時はリュック
サック１つで避難す
るリアル防災レッド」

　日頃から非常持出品の準備と連絡先・避難先の確認

をすることが「あわてず落ち着いて」対処するカギだ

よ。不測の災害に備えて、日頃から家族や隣近所で話

し合っておこう。防災レンジャーとの約束だ！

先月号では避難所・避難場所について復習したね？ ちゃんと覚えたかな？

今月号は、安全に避難するために必要なことについて復習していこう！

安全避難のための７か条

安全な避難路の確認

避難所までの経路を確認しておきましょう。

その２

その１

非常持出品の事前準備

避難するときの荷物は必要最小限とし、事前に準備し

ておきましょう。

正確な情報収集と自主的避難

ラジオやテレビなどで気象情報、災害情報、避難情報

に注意し、危険を感じたら自主的に避難しましょう。

その３

動きやすい服装で避難

避難するときは動きやすい服装を心がけましょう。

その４

避難の呼びかけに注意

役場や消防などから避難の呼びかけがあれば、すみや

かに避難しましょう。

その５

お年寄りなどの避難に協力

お年寄りや子ども、病気の人などは、早めの避難が必

要です。近所の方の避難に協力しましょう。

その６

２人以上で行動

なるべく２人以上での行動を心がけましょう。

その７

28

31

20
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情報満載
８５－２１１１
８５－４８０１
８５－４８０２
８５－４８０３
８５－４８０４
８５－２１１２
８５－４８０６
８５－４８０７
８５－４８０８
８５－４８０９
８５－２２６２
８５－３３５４
８５－２５１３
８５－２５５５
８５－４８００
８５－２３８３
８５－４７００

みなさんのご家庭のかわいいアイドルをご紹介
ください。最近の写真とコメントを添えて、役
場総務企画課広報係にお寄せください。写真は
カラー・白黒を問わず、Ｅメールでの投稿もお
待ちしています。宛先は裏表紙をご覧ください。

たべることと、クルマと、たたかい
ごっこがだいすき♥ 
おねえちゃん、おにいちゃんとまい
にちはしりまわっています。

大
おおつき

月　結
ゆいと

翔く
ん

裕貴さん・寛美さんの次男

（４歳１か月・新町）

比布町役場
　　　総務企画課

　　　税務住民課
　　　保健福祉課

　　　産業振興課
　　　建　設　課
　　　議会事務局
　　　農業委員会
比布町教育委員会
図書館

保健センター
ぴぴたく号

遊湯ぴっぷ

26

1530

12 May  2020 広報ぴっぷ



■問い合わせ■役場税務住民課戸籍年金係■
■旭川年金事務所　☎７２-５００４または５００５■※自動音声案内

情報＊満載

４

15
総 数
男
女
世帯数

， （－ 20）
（－ 13）
（－７）
（－９）

まちの人口（３月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

21

5050

★☆ 保険料は忘れずに納めましょう ☆★

令和２年度国民年金保険料

第１号被保険者 月額16,540円

78

16

7880

13 広報ぴっぷ May  2020
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30

国勢調査２０２０
　我が国では、100年前から国勢調
査の結果を国や地域が進む道筋を立
てるために活用してきました。
　日本国内に住む全ての人と世帯を
対象とした５年に一度の大調査が行
われます。(基準日 10月１日）

14 May  2020 広報ぴっぷ



ストップ・ザ・交通事故死
～ めざせ 安全で安心な北海道 ～

しっかりと 止まって確認 横断歩道
（ 交通安全スローガン 令和２年度 内閣総理大臣賞）

情報＊満載

６月号は６月３日発行予定です

【暮らしのこと】

○住まいに関すること

○近所付き合いに関すること

○生活費に関すること（職業や年金など）

○生活福祉資金など各種貸付制度の利用に関す

ること

○生活保護に関すること

○遊び場、通学路などの危険箇所に関すること

○公害や環境衛生に関すること

○その他

【家族関係のこと】

○結婚、 離婚に関すること

○親子関係に関すること

○扶養に関すること

○相続に関すること

○その他

【育児・教育のこと】

○育児やしつけに関すること

○いじめや不登校に気付いたとき

○学校生活の悩みに関すること

○非行に関すること

○児童虐待に関すること

【在宅生活に関すること】

○毎日の介護で困っていること

○福祉サービスの利用に関すること

（ホームヘルプ、配食、移送、除雪サービスなど）

○施設利用に関すること

（デイサービス、ショートステイなど）

○介護保険制度に関すること

○その他

【その他の困りごと】

○心身の疾病や障がいに関する相談など

公益財団法人 北海道民生委員児童委員連盟
☎ 011-261-2181 FAX011-261-3081

【こんなとき民生委員児童委員へ】

情報提供をお待ちしています

　町内のイベントやまちの話題を広報紙をはじめ、
ホームページなどインターネットを活用して広く
紹介しています。比布町を町内外に広く紹介・Ｐ
Ｒをしていきますので、情報提供をお願いします。

▼個人情報の取り扱い
　町では、広報紙などの発行や記録、情報収集の
ため、取材・撮影を行っています。担当職員が赤
地に白く「比布町」と書かれた腕章を着用してい
ます。なお、取材などで得た資料は、次の利用目
的の範囲で使用します。
■町の刊行物　広報紙・議会だより・パンフレット・
ケーブルテレビ・インターネットなど
■各種資料としての活用
■その他の目的　報道提供・広告・出版物・ポスター 
■問い合わせ■  役場まちづくり推進室広報係

18

32

14

15

５月の行事予定
 29㈮ 第35回農業委員会総会

13：30　 役場（議場）

15 広報ぴっぷ May  2020



38

26

福島 康文　教諭

江口 真智子　教諭

鈴木 弘枝　教諭

中島 早緒里　教諭

大蔵 理恵　教諭

加藤 知継　教諭大家 大地　教諭

【小学校】

宮原 希美絵　教諭

16 May  2020 広報ぴっぷ



◆問い合わせ◆役場産業振興課商工労働係　 ８５‐４８０６

ご注意ください

のように申請期間に制限がある、通常価格を支払う
必要があるなど、条件が定められているケースがみ
られます。解約・返品の可否や条件をしっかり確認
しましょう。

　よく分からない場合は、早
めにお住まいの自治体の消費
生活センターなどにご相談く
ださい。
【消費者ホットライン 188】

～誘いに乗らない、申し込まないことが肝心～

●消費者ホットライン　　☎
旭川市消費生活センター☎

すぐに消費生活センターに相談しましょう

◇◆事例◆◇
　インターネット通販で、「初回 300円、○日間解約保
証」と表示されたダイエットサプリメントを注文した。
効果を感じられなかったので、解約保証期間内に解約
を申し出ると、「４カ月以上の定期購入が条件の契約と
なっているので、解約には４カ月後に連絡が必要」と
言われた。「○日間解約保証のはずだ」と言うと、「そ
の場合は通常価格１万５千円の支払いが必要」との回
答だった。そのような規約はページのかなり下部まで
見ないと分からなかった。（60歳代　男性）
◇◆消費者へのアドバイス◆◇
 商品を注文する際には、目立つように表示されてい
る「初回 300円」「初回実質０円（送料のみ）」といっ
た価格などだけでなく、定期購入が条件となってい
ないか、定期購入の場合の継続期間や支払うことに
なる総額等、契約内容をよく確認しましょう。
　継続期間が定められていない場合でも、解約に当
たって「次回発送日の○日前までに申し出が必要」

牧野 こはる　教諭

梅田 桂　事務職員

【中学校】新型コロナウイルス感染拡大防止へのお願い
　自身への感染を防ぐために、そして周りの大切な人にうつさないため
に、「３密を避ける」「接触を８割減らす」必要があります。町ではこう
した「Keep Distance（距離をとる）」の取り組みを広く周知するため、
町章を活用したロゴを作成し公共施設などに掲示しています。感染拡大
防止には皆さんのご協力が不可欠です。ご協力をお願いします。

17 広報ぴっぷ May  2020
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有岡紗希さん山田萌華さん平岡稜真さん

12

31
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まちの話題や情報など、身近なニュースを広報係にお知らせください。

17

18

20

4.17 4.7

30

4.27

10

4.23

20

10

29

はじめまして

蘭留駐在所に着任しました

坂本享陛（さかもと　きょうへい）巡査部長
趣味の料理好きが高じて、最近では休日に
ケーキ作りを始めるなど、可愛らしい一面も。

19 広報ぴっぷ May  2020



●発行　比布町
●編集　総務企画課まちづくり推進室広報係
    〒 078-0392
    北海道上川郡比布町北町１丁目２番１号
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    ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

月号 № 740
２０２０(令和２)年５月 13日

■表紙のことば■

22

Hello! My name is Hannah Balser. I’m from Raleigh, North Carolina.　 
I’m 22 years old, and I studied Japanese and psychology in 
college. My hobbies are violin, scuba diving, video games and 
manga. I’m really excited to live in Hokkaido and teach English. I 
wanted to live in Hokkaido because it so beautiful here, and it’s 
not as hot as Tokyo. I want to become a college professor one day, 
so I’m enjoying this experience to learn from real teachers. Thank 
you for welcoming me to Pippu even in this difficult time!

新型コロナウイルスの影響によ
り、長らく休校措置が行われていま
したが、分散登校という形で少し
ずつが学校が動き始めました。ま
だ以前のようには授業できません
が、少しでも早く日常を取り戻し、
子どもたちの笑顔あふれる学校に
戻ってほしいと願っています。

　町では、各種ＳＮＳで、町から
のお知らせや、各種行事の様子な
どを発信しています。
　カラー写真や動画など、広報紙
では伝えきれない比布町の「魅力」
を日々お届け。ぜひご覧ください。

■比布町公式ＳＮＳ■

Ｔｗｉｔｔｅｒ

日々の出来事か
ら、防災情報ま
で色々発信中。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

町内の話題や、
防災情報を随時
お知らせ。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ
（まちある記フォトニュース）

イベントや行事
の様子をお届け。

ＬＩＮＥ公式アカウント

町からのお知ら
せや、防災情報
をお届け。

Ｉｎｓｔａｇｒａｍ

比布町の「映え
る」風景や町の
様子を投稿。


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

