
ありがとう
北比布駅・南比布駅

【今月号の注目トピックス】【今月号の注目トピックス】
今年のまちづくり　　　　　　　２～ 11P今年のまちづくり　　　　　　　２～ 11P

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
ワクチン接種のワクチン接種の
準備を進めています！　　　　　14 ～ 15P準備を進めています！　　　　　14 ～ 15P

新型コロナウイルス新型コロナウイルス
に関わる支援　　　　　　　　　16Pに関わる支援　　　　　　　　　16P

南・北比布駅廃駅南・北比布駅廃駅
観光列車運行決定観光列車運行決定
列車の乗り方変わります　　　　17P列車の乗り方変わります　　　　17P

いい店ＯＰＥＮ「道ＣＡＦＥ」 　34Pいい店ＯＰＥＮ「道ＣＡＦＥ」 　34P
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村中 一徳 町長

特集 今年のまちづくり
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特集 今年のまちづくり
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北川 範之 教育長

特集 今年のまちづくり
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特集 今年のまちづくり
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96

38

令和３年度全会計の状況

約159万円（昨年 約164万円）

57億3,584万円（昨年59億7,819万円）

（令和２年度末全会計借金残高見込み額）

÷

3,614人

（本年２月末現在住民基本台帳等登録数）

※「一般会計」欄は平成23年度から令和元年度までは歳入決算額、令和２年度は決算見込み額、令和３年度は当初予算額

※「地方交付税①」欄は、「一般会計」のうちの普通交付税額と特別交付税額の合計

一般会計の交付税額等の推移

◆町民一人当たりの借金（町債）額◆

96

38

16

54

令和３年度一般会計の状況

※端数処理により 100％にならない場合があります。
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第１回
町議会定例会

第１回町議会定例会が令和３年３月８日に招集され、

町長及び教育長から行政一般報告がされました。

概要をお知らせします。

行政報告行政報告

29

18

24

※撮影時のみ一時的にマスクを

外しています。

13

26

24

26

18

16

22

11

23

80

20

21

29

24

15
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接種
順位 対象者 接種券発送

時期（予定）

ワクチン
接種時期
（予定）

① 高齢者（令和３年度中に 65歳に達する、昭和
32年 4月１日以前に生まれた方） ４月中旬 ５月中旬

②
高齢者以外で基礎疾患を有する方
高齢者施設などに従事する方

未定 未定

③ ①～③以外の 16歳以上の方
（接種日に 16歳以上の方）

15

※ 16歳未満の方は、接種の対象外となります。
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新型コロナウイルス
感染症に関わる支援

国の新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金（３次補正）を活用した

10

50

12

12

50

乗るとき 降りるとき

列車に乗るときボタン

を押してください

駅に着いたらボタンを

押して降りてください

Ｈ100系

　旭川―名寄間に導入の新型車両Ｈ100系では、

乗降ドアが自動で開きません。乗り降りする際

は自分でボタンを押して開けてください。

列車の乗り方が変わります

　ＪＲ北海道では、宗谷線の活性化と鉄道利用促進を目的

に、宗谷線観光列車「花たびそうや号」を運行します。運

行に合わせて、停車する各駅ではおもてなしが行われ、比

布駅でもお菓子の販売や、本町マスコットキャラクターの

スノーベリーによるお見送りなどが行われる予定です。

宗谷線観光列車
花たびそうや号運行決定

・運転日

上り：５月 16日、23日、30日、６月６日

下り：５月 15日、22日、29日、６月５日

・運転区間

旭川駅から稚内駅（比布駅停車）

・比布駅停車時間

上り：午後２時10分着 午後２時22分発（約12分間停車）

下り：午前10時58分着 午前11時７分発（約９分間停車）

【問い合わせ】ＪＲ北海道永山駅
営業時間：午前７時～午後６時 50分　☎ 48‐2041

65

12

30

左から、イベントで配られた手旗と記念品のオリジナルデザイ

ンピップエレキバン。夜、照明が点けられた北比布駅の横断幕。

最終列車の運転手に、町長から記念品贈呈。ヴォレアス北海道

所属の元日本代表プレーヤー渡辺選手が駆け付けお見送りに。

女性の資格
取得を補助
しています。
詳しくは折
込で。
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14

14

こんなときには役場保健福祉課国保医療係に届出を
（印鑑、加入される方のマイナンバーがわかるもの及び本人確認書類をご持参ください）

令和３年度健診予定表（集団健診）

日にち 健診（検診）名 場所 申込 備考

７月

６、28日 子宮・乳がん検診 旭川がん検診センター 必要

12～ 16日
総合特定健康診査
（生活習慣病予防健診、がん検診）

保健センター 必要

下旬 いちごっ子健診 ぴっぷクリニック 必要 対象者には別途通知

29、30日 結核検診 各分館、保健センター 不要 対象者には別途通知

８月 12、30日 子宮・乳がん検診 旭川がん検診センター 必要

９月 ７、８日 エキノコックス症検査 保健センター 不要 対象者には別途通知

10月 12～ 15日
総合特定健康診査
（生活習慣病予防健診、がん検診）

保健センター 必要

翌１月 20日 子宮・乳がん検診 旭川がん検診センター 必要

２月 ４日 子宮・乳がん検診 旭川がん検診センター 必要

個別がん検診
検診名 検査内容 対象者 自己負担

胃がん検診
胃バリウム検査 30歳以上 1,500円

胃内視鏡検査 50歳以上※条件あり 5,000円

肺がん検診

胸部レントゲン検査 30歳以上 500円

胸部ヘリカルＣＴ検査 50歳以上 2,500円

喀
かくたん

痰検査 上記検査の受診者 500円

大腸がん検診 便潜血検査 30歳以上 500円

前立腺がん検診 血液検査 50歳以上の男性 900円

子宮がん検診 頸
け い ぶ

部、超音波 20歳以上の女性 1,900円

乳がん検診 マンモグラフィー 30歳以上の女性
49歳以下 2,200円
50歳以上 1,800円

今年度の健診（検診）日程は下記の通りです。がん検診、総合特
定健康診査については、各地区の保健推進員を通して、健診申込
票の配布・とりまとめをしますので、ぜひお申し込みください。

【お問い合わせ】
保健センター　☎ 85‐2555

保健センターでは
以下の相談などに対応します。

●妊婦さんから出産、子育てに
　関する相談
　健診の助成、乳幼児健診、子育て、
　発育の相談、予防接種助成など

●脳ドックの費用助成

●精神、ひきこもりに関する相談

●感染症に関する相談

●栄養に関する相談

●高齢者の予防接種に関する助成　

●その他、健康に

　関する相談

自分の体を知るために
　　　　健診を受けましょう！Lesson13

ホケンシ
カワ☆シマ

◆健診実施期間：６月１日から令和４年２月 28日
◆申し込み方法：個人で旭川がん検診センター（0120-972-489）に直接お申し
込みください。町保健センターへの申し込みは不要です。

昨年４月から始まったこちらの
コーナー。皆さんがもっと健康にな
れる情報を、私たち４人が保健セン
ターから全力でお届けします！

ホケンシ
☆ゴウダ☆

エイヨウシ
☆カトウ☆

個別がん検診は、旭川がん
検診センターで受けること
ができます。各がん検診の
対象者・自己負担額は、集
団がん検診と同じです。
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こどものひろば４月の行事予定
＊こどものひろば＊

■開催日■
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・遊びの経験の場として
開催しています。些細なことも気軽に話ができる場です。
＊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（出張相談可）
■内容■　相談支援専門員による子育て相談を随時行って
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＊

■ 14日（水）「０歳児教室（こいのぼり制作）」
■ 16日（金）「すくすく子育て講座」
■ 21日（水）「１・２歳児教室（こいのぼり制作）」
■ 23日（金）「壁画制作、お誕生会」

予約不要！

※検温・手指消毒を行って入室します
マスクの着用もお願いします

お待ちして
います！

問い合わせ
【子育て支援センター ☎８５‐２５５５】

※新型コロナウイルスの影響により変更の場合有

〈すくすく子育て講座〉
・講師：宮崎 善行 氏
・内容： ヒップホップを楽しもう

ハナ ・ バルサー （Ｈａｎｎａｈ　　Ｂａｌｓｅｒ）
昨年４月から小・中学校の外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）として赴任した 23歳。アメリカのノース

カロライナ州出身。大学では日本語と心理学を

専攻。趣味は、バイオリンやスキューバダイビ

ング、ビデオゲームや漫画など。愛称は「ハナ」。

Hello everyone!  I have already  lived  in Pippu  for one year.  I can’t believe  it. 
Because of corona, I couldn’t travel much, but this year was still fun. I couldn’t 
meet with my  family or  friends  living  in Tokyo, but  thanks to  the kindness of 
the people in Pippu I wasn’t lonely. I’m looking forward to another year! I want 
to eat more of Pippu’s strawberries!  I had a dream  for a  long  time of seeing 
Japan in all seasons. When I showed my friends and family in America pictures 
of Pippu,  they  said  “I want  to go!” They were very  surprised when  I showed 
them pictures of how much  it  snowed!  I  love  snow but  I’m  looking  forward 
to spring and cherry blossom viewing. Everyone, please treat me well for one 
more year! Hannah

みんな、こんにちは！私はもう１年も比布に住んでいます。信
じられないです。コロナだからあまり旅行できませんでしたが、
今年は楽しかったです。家族や東京に住んでいる友達には会えま
せんでしたけど、比布町の皆さんの優しさのおかげで寂しくなか
ったです。次の１年が楽しみです！もっと比布のいちごを食べた
いです！私には日本の全季節を見たいという夢がありました。ア
メリカの友達と家族に比布の写真を見せた時、みんなが「行きた
い！」と言っていました。たくさん降った雪の写真を見せた時、
みんなびっくりしていました！私は雪が大好きですが、春や花見
も楽しみです！みんな、もう１年間よろしくおねがいします！

【問い合わせ】税務住民課住民環境係 ☎８５‐４８０３

市街地ごみの
臨時収集について

　５月の大型連休が長期
間となることから、５月
４日（火）町民カレンダー
の収集市街地域にて燃や
せるごみの臨時収集を行
います。
※収集地域の各ごみステー

ションへは収集日の午前９

時までにごみを出してくだ

さい。

※愛別町外３町塵芥処理組

合富沢衛生センターへは直

接搬入はできません。

発泡トレー紙類びん類

缶類ペットボトル

マークの
あるもの

種類ごとに
しばって

中を
きれいに
すすいで

中をきれいにすすいで中をきれいにすすいで
キャップ・ラベルは
取る

What a
won erful Pippu!

こんにちは。 ハナです！

新しい年度になったね。世の中いろいろと落ち着かないけれど、命と生活を守って毎日暮

らしていかなければならない事に変わりはないよね。この春から新しく比布に引っ越して

きた人もいるだろうし、あらためて防災の勉強を続けよう！じゃあ今月号はまず、「避難所

とは何か、どこにあるのか」勉強していこう！

避難所とは何か、どこにあるのか

■問い合わせ　

　役場総務企画課生活安全係　☎８５-４８０1

○指定避難所

災害などで住宅に住めなくなった時や、町から避難勧

告や避難指示が発令された時に避難する屋内の施設

施設名 所在地

旧比布中学校グラウンド 北２線８号

中央小・中学校グラウンド 寿町４丁目１番１号

百年記念公園多目的広場 南町２丁目

東園広場 北２線１３号

旧蘭留小学校グラウンド 北９線１４号

南分館広場 基線２号

対象行政区 施設名

１・２・３・４・５・６区、
西・南・新・緑町

体育館
農村環境改善センター

９・10・11・26区、寿町 中央小学校

７・８・12・13・14・15・
16・17区

比布中学校

18・19・20・21・22・24・
25区、蘭留町区

良佳プラザ遊湯ぴっぷ

東・北・中町
多目的室内運動場
（いちごアリーナ）

○広域避難場所

地震や火災などの災害が発生した時に、一時的に避難

するための安全で広い場所

　避難所の入り口には緑色の看板

が立っているから、普段から場所

と経路を確認しておこう。夜中に

避難する時は見えづらいから、看

板に頼らずに避難ができるよう避難所がどこにあるか

覚えておこう！　防災レンジャーとの約束だ！

※あくまで原則です。状況に応じて避難場所を選択してください。

防災ガイドマップ、町民カレンダー、町ホームページにも

載っているぞ！確認しておこう！

ハザードマップを紹介するリアル防災レッド
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65

認知症を
学び
地域で
支えよう

誰もが認知症サポーター

　みんなで助け合える町に

12

31

65

【ぴぴたくの使い方】

※初回利用時は、事前に
利用登録をしてくださ
い。（保健福祉課にある
申請書に記入・押印）

※目的地への到着時間
　の指定はできません

③送迎

②予約受付完了

①電話で予約（前日の午後３時まで）

指定した場所から目的地へ
向かいます。運行の都合上、
遅れる場合があります。ま
た、同じ時間帯に予約した
方がいる場合は、他の方を
乗せながら、効率の良い順
路で運行します。

〇町の比布花子です。〇
月〇日の午前 10時に、
自宅から役場までお願い
します。
帰りは午前 10時 30分に、
役場から自宅までお願い
します。

はい！〇町の比布花子さん
ですね。〇月〇日の午前
10時に、自宅から役場ま
で予約を受け付けました。

―広げよう助け合いの輪―
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ぴっぷちょう としょかん

ぶっくんノート [４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 )　５日、12日、19日、26日　　　　□館内整理日　28日（水） 　　　

人気のない動物園の園長さんが、動物園を元気にす

るために人気者のパンダを募集しました。しかしやっ

てきたのは、体を白と黒にぬったニセモノパンダばか

り。園長さんは怒りますが、サルがとあるアイデアを

思いつき…。

友が遺した五行の詩。連絡を待ちわびていた元刑事は、

それが自分達への伝言だと気づく。40年前のあの日の

真実を求めて、執念の捜査が始まった -。友情を諦めな

かった男たちの、悔恨と希望の物語。

大阪の北部にある「ほたるいしマジカルランド」では、

名物社長を筆頭にたくさんの人々が働いている。お客

様に笑顔になってもらうため、日々奮闘する従業員。

そんなある日、社長が入院したという知らせが入り…。

お仕事小説。

「おれたちの歌をうたえ」
呉 勝浩 / 著１

２「ほたるいしマジカルランド」
寺地 はるな / 著 ３「パンダどうぶつえん」

おおの こうへい/さく・え

おす★ ★すめ★ 新着★ ★図書★

ＬＯＶＥ

10

14

愛別町
あいちゃんマン

愛別町
ほんちゃん

比布町
スノーベリー

比布町
ぶっくん

①午前10時30分 ②午前11時
５月15（土）おはなし☆ひろば
　イラストレーターの小川けんいちさんと、図書館の
窓に思いっきり「らくがき」をしてみよう！各回定員
15名です。申し込みは図書館まで。

ゆ う き

さん
高学年の部
最優秀賞

さや か

さん
中学年の部
最優秀賞

本町優秀賞・佳作入賞者

　10年間で借りられた本をベストサーティで展示しま
す。ぜひご覧ください。

in
比布町
図書館

４月のテーマ展
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26

28

■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

24

21

30

31

３

15
総 数
男
女
世帯数

， （－３）
（－１）
（－２）
（－３）

まちの人口（２月末現在）

※住民基本台帳登録数
（　）は対前月増減数

情報＊満載

12
19

30

18

33

11
21

22

23

２

学生の方は
「学生納付特例制度」

★☆ 国民年金保険料は忘れずに納めましょう ☆★

学生本人の前年の所得が一定額以下であれば、市町村の窓口
に申請し、承認を受けると国民年金保険料の納付が猶予されま
す。申請が遅れると「障害基礎年金」などが受けられない場合
がありますので、手続きはお早めに。

令和３年度国民年金保険料

第１号被保険者 月額16,610円
（令和３年４月から）

受付は４月から

平成26年４月から免除申請期間が拡大しています。
過去に学生納付特例の申請をお忘れの方は、手続きを！

過去の学生納付を受ける場合、申請期間をご確認ください。
令和３年４月中に申請する場合は、下表を参考にしてください。

【学生納付特例の申請可能期間と前年所得の関係】

年度 学生納付特例の申請可能な期間
審査対象となる
前年所得

30年分 平成 31年３月 平成 29年中所得

31年分 平成 31年４月～令和２年３月 平成 30年中所得

２年分 令和２年４月～令和３年３月 令和元年中所得

３年分 　令和３年４月～令和４年３月　 令和２年中所得

手続きに必要なもの

・マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類
・申請年度有効の学生証（コピーの場合は両面）または、　
在学証明書原本
・印鑑

907280829281

松
まつしま

嶋 晋
しんたろう

太郎く
ん

晋平さん・千暁さんの長男

（４歳９か月・９区）

情報満載

皆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。

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

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

わが家のおちゃらけボーイの晋太郎で

す！食べることと遊ぶことがだーい好

き！いつもニコニコ、元気いっぱいの

晋太郎をどうぞよろしくお願いします。

14

26 27 April 2021 広報ぴっぷ広報ぴっぷ April 2021



23

ストップ・ザ・交通事故死
～ めざせ 安全で安心な北海道 ～

ママなんで？ 赤は止まると 習ったよ
（ 交通安全スローガン 令和３年 内閣総理大臣賞）

26

14
89

19

24

18

15

59

32

33

30

13

10

11

30

30

情報＊満載

４月の行事予定

５月号は５月６日発行予定です
18

12

14

25

19

12

22

27

10

11

30

30

27

24

3730

 6㈫ 春の交通安全街頭巡回 ～ 15日
  7：30　 町内一円

 8㈭ 婦人会連絡協議会代議員定期総会
  10：00　 福祉会館（大講堂）

 16㈮ 狂犬病予防注射 ～ 17日
  9：00　 町内各所

 18㈰ ぴっぷの自然たんけん隊

  9：00　 福祉会館出発

 21㈬ 自衛隊協力会総会
  18：00　 福祉会館（大講堂）

 22㈭ 白寿大学入学式・始業式
  9：30　 福祉会館（大講堂）

23㈮ 第10回農業委員会総会
  13：30　 役場（議場）

 24㈯ ぴぴの路整備作業
  9：00　 ぴぴの路村上山公園入口

27㈫ 防犯協会総会
  16：30　 農村環境改善センター

  交通安全協会総会
  18：00　 農村環境改善センター

28㈬ 第２回議会臨時会
  16：00　 役場（議場）

 30㈮ 交通安全網の目ローラー作戦
  10：00　 蘭留トラックスケールほか

※変更になる場合がありますので、無線放送など
　にご留意ください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場
　制限を設けている場合もあります。

28 29 April 2021 広報ぴっぷ広報ぴっぷ April 2021



求人募集情報は、町図書館玄関、農村環境改善センターロビー、比布駅、くるみ
保育園、旭川信金比布支店で掲示しているほか、町のホームページでも掲載して
います。　　　　　【問い合わせ】産業振興課商工労働係　☎８５‐４８０６求人募集

11

22

15

30

詳しくは
こちら

103015

すーぱーきたよんちゃん

30

20

30

17

30

行政区長
事業主の
皆様へ

付与率

25％

【日時】４月 17日（土）
 　午後２時～５時　　　
【場所】図書館視聴覚室

【日時】４月 20日（火）
　　　　　  21日（水）
　　　　午後５時 30分～８時　　　
【場所】図書館視聴覚室

スマホからでも
簡単申請！

■社会福祉法人大悲会
　東町２丁目　☎ 85-3147
□介護スタッフ
内容 /老人介護
勤務先 /あそか苑・無憂苑
勤務 /早番、遅番、夜勤
資格 /介護関係資格がなくても可
給与 /高卒 15万 2,800円～
■旭川合同自動車株式会社
☎ 24-2211
□タクシー乗務員
勤務 /24時間・希望時間帯シフト制
資格 /22歳以上
　　　普通免許（２種あれば尚可）
　　　（当社負担で２種取得可）
給与 /15万 3,000円以上
　　（未経験者・６ヵ月間 18万円保証）
■山崎電機 株式会社
☎ 01658-6-5323
□作業員
内容 /電気工事業（屋内外電気工事）
勤務先 /会社：愛別町字南町 13番
　　　　就業場所：旭川市内及び
　　　　　　　　　その近郊現場
勤務 /基本 8：00～ 17：00
　　　※時間外勤務あり
資格 /普通自動車免許
（第一・二種電気工事士あれば尚可）
給与 /月給　185,000円
　　　（基本給 150,000円＋現場手
　　　当 35,000円）昇給、賞与、
　　　その他手当あり

■株式会社 ノウリエ
　（いちごと kaoriと洋菓子店）
　基線５号　☎ 85-4615
□調理補助・接客
内容 /調理補助・接客
勤務 /週３回、８:30～ 17:00
　　　（うち５～６時間の勤務）　
時給 /870円
■有限会社 遠藤農産
　北１線８号　☎ 85-2199
□作業スタッフ
内容 /なめこ・まいたけ栽培作業
勤務 /①８:00～ 12:30
　　　②８:00～ 15:00　
資格 /18歳以上
時給 /865円～
□作業スタッフ
内容 /きのこ栽培、農作業
勤務 /8：00～ 17：30
給与 /19万円～
■有限会社 菅原クリーンファーム
　南１線２号　☎ 85-4600
　（不在の場合は留守電へ）
□農業スタッフ※通年雇用
内容 /農作業
勤務 /7：30～ 17：00
資格 /普通自動車免許（AT限定不可）
時給 /1,000円
□農業スタッフ※季節雇用
内容 /農作業
勤務 /8：00～ 17：00
時給 /900円

■社会福祉法人
　比布町社会福祉協議会
　北町１丁目　☎ 85-2943
□ヘルパー（訪問介護員）
内容 /訪問介護
勤務 /8：30～ 17：00（土日祝日）
資格 /ヘルパー初任者研修修了者
　　　以上
時給 /1,000円～
■株式会社 コタニ工業
　基線４号　☎ 54-1555
□鉄骨建築作業員
内容 /鉄骨建築、ガレージなど制作
　　　組立
勤務 /８：00～ 17：30
資格 /普通自動車免許
給与 /18万～ 35万円
□ガレージ・カーポートの営業
内容 /ガレージ見積、作業管理
勤務 /８：00～ 17：30
資格 /普通自動車免許
給与 /20万～ 38万円
■ピリカ株式会社
　西町２丁目　☎ 85-3732
□カフェスタッフ
内容 /SNS発信、観光案内、接客、調理
勤務先 /ピピカフェ比布駅
勤務 /① 10：00～ 14：30
　　　② 14：30～ 19：00
　　　③ 10：00～ 19：00
時給 /900円～

女性の資格
取得を補助
しています。
詳しくは折
込で。
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（生涯学習課長補佐）
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21
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26

28

46

31

主任 大
おお

熊
くま

　ひとみ
保健福祉課

保健係兼予防係

311

603.13 3.10

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。

111014402019

20

5120

21

10

12

212121

３月 12日比布中学校卒業生 26人

３月 19日中央小学校卒業生 24人

３月 20日くるみ保育園卒園児 23人

３月 13日うれしぱ保育園ぴっぷ
卒園児４人
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●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
☎ 0166-85-2111(代表 )

      0166-85-4801・4802(総務企画課直通 )
●ホームページ
    http://www.town.pippu.hokkaido.jp
●Ｅメール
    ichigo@town.pippu.hokkaido.jp

月号 № 751
２０２１(令和３)年４月７日

　北海道でも、ようやく春の訪れを感
じる４月。新しい場所で新生活を始め
る方も多いのではないでしょうか？表
紙は半世紀以上続いた駅とのお別れの
瞬間ではありますが、ここから新しい
一歩を踏み出すんだと、私はそう思い
ます。今月号から新たに、表紙に記事
の簡単な見出しを入れてみました。よ
り見やすく、親しまれる広報紙になる
よう、色々と挑戦していきます。

■表紙のことば■

C
A
F
E

(！)

―比布から
「楽しい」お店を―

道ＣＡＦＥ
COLLECTION楽

【営業時間】
午前11時～午後５時（不定休）
（売り切れしだい終了）
【住所】
比布町基線３号
（国道40号線沿い旧光林坊跡）
【問合せ】
☎ 0166‐76‐4919

道ＣＡＦＥ
COLLECTION楽

　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。
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