年国

〈睡眠で休養が十分に取れて
いない人〉の割合は ・ ％
で増加傾向にあります。

◆睡眠のリズム

45歳

約6.5時間
65歳

約６時間

り、利尿作用が働き、目覚め
やすくなります。
▼寝る前にコーヒーやタバコ

済ませる
体温が高いと眠れません。
入浴後、自然と体温が下がっ
てくるころがよく眠れます。

庁舎建設通信

新しい役場の
建築工事が順調に
進んでいるマイ！

こうからは、型枠を設置した

りコンクリートを流し込む音

が聞こえ、作業が順調に進ん

新庁舎建設工事中！

新庁舎建設の年内の工事は

でいることがうかがえました。

工事がある程度進んだら、

月末で終了しました。再開

町民の皆さんに現場見学して

は来年 月の予定です。

工事現場は、建物の周りが

いただく機会を設ける計画で

▼寝る直前までテレビや携帯

シートで囲まれて中が見えな

す。

電話の画面を見ない
テレビやパソコン、携帯電

くなりましたが、シートの向

リズムに左右されます。規則

活習慣を見直して、質の良い

きな役割を担っています。生

睡眠は心身の疲労回復に大

体内時計がリセットされます。
▲

ドローンで撮影した
工事の状況

■担当：庁舎建設推進事務局

☎ ・２１３１

話などの電子機器から出る青
い光は、睡眠を促すホルモン
の分泌を阻害し、眠りにつき

正しい生活習慣を送り、睡眠

にくくします。

のリズムを整えましょう。

睡眠を取りましょう。

睡眠のリズムは体内時計の

私たちの体は、それぞれに

▼毎朝、同じ時間に起床して

で、毎朝、太陽の光でリセッ

▼日中は、適度な運動をする

太陽の光を浴びることで、

ムに従って、活動しています。 朝日を浴びる
体内時計は約 ～ 時間周期
トされます。そのため、夜更

運動による疲れによって眠
▼アルコールを飲み過ぎない

りにつきやすくなります。

かしなどで生活習慣が乱れる
と体内時計が崩れ、睡眠に影
響が出てしまいます。

12
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睡眠のリズムには個人差が
あり、体内時計の周期が 時
カフェインが含まれる飲み

は避ける

型になりやすいといわれてい
物やたばこには、覚醒作用が

間より短いと朝型、長いと夜
ます。また、加齢とともに睡

約７時間

▼入浴は就寝２時間前までに

あるため睡眠を浅くします。

25歳

アルコールは浅い眠りとな

11

24

眠時間は短くなり、朝型にな

約８時間

る傾向があります。

15歳前後

◆生活習慣の工夫

睡眠時間（夜間）

備わっている体内時計のリズ

ています。

や精神的なストレスといわれ

主要な原因は不規則な生活

2

◆体内時計のリズムと睡眠

年齢

保健福祉課
担当

民健康・栄養調査によると、

厚生労働省の平成

質のよい睡眠をとりましょう
29

20

25

No.23

76

24

4

健康だより

日は、町民の皆さんが札

して作った「車窓米」（車窓

札沼線沿線の農家さんと協力

夏頃から準備を始め、ＪＲ

ました。

持っていただいていると感じ

んに札沼線について関心を

り、今まで以上に町民の皆さ

約もあっという間に満員とな

うにた

けるよ

沼線に体験乗車され、乗車予

から見える田んぼのお米を使

農 高通信

新農ファミリー食堂

私たち食物専門分会は、

３年

菅野

愛華

の方々の協力の下、新農ファ

だったため、反省点がたくさ

開催したいと思います。機会

「絶対においしいものを」と

ださい。ご協力ありがとうご

容を計

ざいました。

約２カ月前から準備を始め、 がありましたらぜひお越しく

できました。

んありますが、改善してまた

今回は初めての取り組み

大きな達成感を味わいました。

№141

ミリー食堂を開催することが

月 日㈭に明和会さんと地域

10

何度も試作を繰り返し、食券

局で「ＪＲ札沼線・ラストラ

画中で

だ今内

ン」のデザインが入った消印

す。開

月１日から新十津川郵便

台風の影響で開催が危ぶま
を郵便物に押すことができま

催に合

できごと

阿部 武大

カレンダー／文芸

食 を お客 さ ん に 提供

食 」 にし 、 １ 時間 半 で

わとろオムライス定

彩 り 定食 」 と 洋の 「 ふ

メ ニ ュー を 和 の「 秋 の

を 使 った 和 と 洋 の２ つ

い 、 新十 津 川 の農 産 物

「家族で来てもら

たちで作りました。

や ポ スタ ー な ども 自 分

れましたが、風は強いながら

す。この消印のデザインは、

わせて、

の 定 食を 食 べ ても ら お

マルシェ」を開きました。

も晴れ模様でイベントは無事

私が制作しました。平日の新

臨時列

まで実施しています。親戚や
友人にこの消印を押して手紙
を出してはいかがでしょうか。
来年２月１日には、昨年も
行いました「エキアカリ」の
開催を予定しています。駅前
にたくさんのアイスキャンド
ルや紙袋ランタンが魅せる暖
かな冬の夜をお楽しみくださ

図書館

らい、評価をいただき、

お客さんに食べても

自 分 たち で 調 理し て 、

本 校 で採 れ た 野菜 を

することができました。

50

29

い。皆さんにお楽しみいただ

健康／農高

地域おこし協力隊

十津川郵便局窓口営業時間中

報

う 」 をコ ン セ プト に 、

情

車も運行される予定ですので、

集

（午前９時～午後５時）に、

No.44

ぜひご来場ください。

各地の協力隊が出店した「駅

用）、特製駅弁の販売や道内

した。

終了しました。

地域おこし協力隊 活 動 報 告
月 、 日に「新十津川
13

駅 周年記念祭」を開催しま

12

押印が可能で、来年５月 日

特
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12
11

24
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図書館からのお知らせ

http://lib.net-bibai.co.jp/shintotsukawa/
問合せ 図書館 ☎76-3746

みなよむ

蔵書検索と図書館だよりはホームページからもご覧いただけます。

〇本の貸出期間延長と貸出冊数割増

▽海よりもまだ深く

由美／著

『スコーン大好き！』

小関

イギリスのティータイムに

是枝裕和原案・監督ほか、阿部
寛・真木よう子・樹木希林ほか出演

通常 冊まで２週間借りることが
できますが、年末年始の貸出期間に

欠かせない定番のお菓子、ス

アマチュアまで、 人のとっ

コーン。プロから料理上手の

日㈰午前 時 分～午後

一般

日時 １月

０時 分、午後２時～４時
〇開けてお楽しみ「本の福袋」
テーマ別のとっておき本３冊とお
まけをセットにした本の福袋を貸し

１月７日㈫

月 日㈯

出します。（先着順）
貸出日

・年越し福袋

月 日㈰午前 時 分～ 時、 ・新春福袋

ＤＶＤ

児童

限り一人 冊まで約３週間借りられ
月 日㈰～ 日㈯

ます。
期間

〇クリスマス上映会
▽スノーマン
レイモンド・ブリッグズ原作の絵
本を映像と音楽で贈る心温まるファ
日時

ンタジーアニメーション。

土
4
11

対象 子ども～大人

金
3
10

午後１時 分～２時

木
2
9

▽スノーマンとスノードッグ

水
1
8

月 日㈬午前 時 分～ 時、

火

日時

月

午後３時～３時 分

日

〇新春上映会（大人向け）

土
21
28

▽Ｍｒ
 ．ホームズ～名探偵最後の事

金
20
27

件

ビル・コンドン監督、ミッチ・カ
日㈯午前 時 分～午後

リン原作、イアン・マッケラン出演
日時 １月

木
19
26

恵子／訳

テリー超大作。（ 分）

プロ

東野圭吾の小説が原作のミス

愛の結末に涙が止まらない

苦悩を描き出す。

究極の選択を迫られた両親の

愛する娘の悲劇に直面し、

か／出演

原作、篠原涼子・西島秀俊ほ

堤 幸彦／監督、東野圭吾／

『人魚の眠る家』

いた伝記絵本。

レース・ホッパーの生涯を描

取るプログラムを作ったグ

るように、人間の言葉を読み

誰もがプログラミングでき

友

文、ケイティ・ウー／絵、長

ローリー・ウォールマーク／

グラミングの女王』

『グレース・ホッパー

のレシピを紹介します。

ておきのスコーンと英国菓子

15

120

おすすめ本・DVD

30

水
18
25

5
6
7
12 13 14
■灰色の日が休館日です。
図書整理日：12月27日㈮
年末年始：12月29日㈰～１月６日㈪

11

11

10

火
17
24
31

30

30

45

28

月
16
23
30

10

10

０時 分、午後２時～３時 分

休館日カレンダー

30

30

12月

30

12

28

10

12
日
15
22
29

１月

20

15

30 22

25

11

14
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12
12
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イベントカレンダー

特

12月8日～
１月31日

集

12月

Shintotsukawa Event Calendar

情

第14回 赤い羽根共同募金チャリティーカラオケ
（13:00～ゆめりあ）
8㈰
クリスマス絵本展（～12/25 図書館）

報

9㈪
10㈫
11㈬
12㈭

学校給食試食会（～12/13

1月

学校給食センター）

仲間づくり子ども会議（15:30～改善センター）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

新十津川消防出初式（13:00～役場前駐車場）

（～1/26 改善センター）
7㈫ 新十津川美術協会「新年展」

健康／農高

北海道日本ハムファイターズ黒羽根利規トークライブ
13㈮
（18:30～改善センター）

14㈯

新春福袋（10:00～図書館）

8㈬ やまびこ③（10:00～改善センター、ゆめりあ）

新中歌声交流会（9:30～ゆめりあ）
鍵盤男子コンサート（18:30～ゆめりあ）

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

図書館

15㈰
16㈪
17㈫
18㈬ 放課後おはなしタイム（15:00～図書館）
19㈭

9㈭ フッ素塗布（12:40～ゆめりあ）

妊婦歯科健診（13:10～ゆめりあ）

10㈮
11㈯ 新春上映会（10:30、14:00～図書館）
12㈰

子育て支援センター「クリスマス会」
20㈮
（10:30～子育て支援センター）

21㈯

13㈪
14㈫
15㈬
16㈭
17㈮
18㈯
19㈰
20㈪
21㈫

おはなしころりん『プレゼント』のおはなし
（14:00～図書館）

カレンダー／文芸

22㈰ クリスマス上映会（10:30、13:30～図書館）
23㈪
24㈫
クリスマス上映会（10:30、15:00～図書館）
25㈬
介護保険相談（13:00～ゆめりあ）

できごと

やまびこ①（10:00～改善センター、ゆめりあ）
おはなしころりんミニ（10:30～図書館）
26㈭
小学校冬休み（～1/14）
中学校冬休み（～1/13）

新春上映会（10:30、14:00～図書館）
成人式（13:00～ゆめりあ）
第42回全町子どもかるた大会（8:30～スポーツセンター）
三浦ありったけ『独学画作品展』
（～1/30

図書館）

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

おはなしころりん『ねずみ』のおはなし（14:00～図書館）
スタンプラリー抽選会（10:00～商工会館）
2歳5～6カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）

7～8カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
3～4カ月児健康相談（13:15～ゆめりあ）
22㈬ ふるさと学園大学（10:30～ゆめりあ）
介護保険相談（13:00～ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

27㈮ やまびこ②（10:00～改善センター、ゆめりあ）
年越し福袋（10:00～図書館）

おはなしころりんミニ（10:30～図書館）

28㈯ し尿くみとり年末年始休み（～1/5）

子育て支援センター年末年始休み（～1/5）

23㈭ 1歳8～9カ月児健康診査（12:15～ゆめりあ）

29㈰

図書館年末年始休館（～１/6）
放課後児童クラブ年末年始休み（～1/5）

30㈪

ゆめりあ・改善センター年末年始休館（～1/5）
児童館年末年始休館（～1/5）

24㈮

3歳1～2カ月児健康診査（12:30～ゆめりあ）

25㈯
26㈰
27㈪
28㈫
29㈬
30㈭
31㈮

役場年末年始閉庁（～1/5）
そっち岳スキー場年末年始休業（～1/1）
31㈫
スポーツセンター年末年始休館（～1/5）
ごみ収集年末年始休み（～1/2）

10～11カ月児健康相談（9:15～ゆめりあ）
1歳2～3カ月児健康相談（9:30～ゆめりあ）
児童館「マグネット工作」
（13:30～児童館）
しんとつかわ雪まつり（10:00～改善センター前広場）
新十津川小学校「書道展」
（～2/16

改善センター）

放課後おはなしタイム（15:00～図書館）

倶楽部

【どんぐり俳句会】

（アカシヤ新十津川支部）

そぞろ寒無人のレジに指触れて
佐藤 敦子

「そぞろ寒」は、晩秋の寒さの

中にぞっとするような感じも込め

られた秋の季語です。このところ

この辺りでも、ツタヤ、ユニクロ

などで無人のレジが登場して戸惑

うことがありますが、この句の作

に託して表現したと思われます。

者もそんな思いを季語「そぞろ寒」

刈田晴今日の予定はパン作り

松倉 絹江
秋の季語「刈田」は、稲を刈り

取った後の田のことです。多忙を

極めた収穫も終わりました。主婦

はほっと一息をつきます。気持ち

よく晴れたある日の朝、今日はし

ばらくできなかったパンを焼いて

過ごそうという作者のさりげない

明るい一句になりました。

菊谷 ミツ
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本を閉じ目を閉じ虫の声を聞く

季語は「虫の声」秋に鳴く虫を
総称して俳句の世界では「虫」と

いいます。秋のしみじみとした情

趣といのちの短さやはかなさも感

じさせる季語といえます。読書を

していた作者の耳に虫の声が届き

ます。思わず本を閉じ目を閉じて

虫の声を聴いています。

15

1㈬
2㈭
3㈮
4㈯
5㈰
6㈪ 役場開庁

