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　 2月14日、恵山市民センターで、恵山ふれあい高齢者大学
の卒業式が行われました。
　 2年間の学習期間を修了した証として、学長から卒業生一
人ひとりに、卒業証書が手渡されました。式の最後には、卒
業生代表から「いろいろな講座をはじめ、クラブ活動や遠足
など、たくさんの思い出を作ることが
できました。健康に気をつけながら、
今まで学んだことを生活に活かして頑
張っていきます。先生方、ありがとう
ございました」と謝辞がありました。

　 2月17日、縄文文化交流センターで、南茅部地域の大船・
垣ノ島遺跡を含む「北海道・北東北を中心とした縄文遺跡群」
の世界遺産登録について考える講演会が開催され、約60人の
市民が参加しました。
講演会では、センター館長から「縄文文化は、狩猟、採集、

漁労を基盤に約 1万年にわたって定住生活が営まれ、人類史
においても高く評価されている」と説明がありました。その
後、元ユネスコ連盟事務局長の吉岡淳氏が世界遺産と地域コ
ミュニティの講演を行い「市民と行政が協力し、地域全体で
遺産について考えていくことが大切だ」と話していました。

　 2月19日、戸井幼稚園
で、茶せんを使って抹茶
をたてる「お茶会」が開
催されました。
お茶の先生からはじめ
に「今日の目当ては、お
友だちのために一生懸命
お茶をたてること。そし

てお湯の沸く音や、お茶をたてる音など小さな音をたくさん
感じてほしいです」とお話しがありました。
園児たちは、お手本を見ながら挑戦。なかなか泡立たず苦
戦しながら、たてたお茶を
「どうぞ」と差し出しまし
た。口にすると「おいしい」
と飲む子や「苦い」と顔を
しかめる子もいました。最
後に、みんなで先生に「あ
りがとうございました」と
元気にお礼を言いました。

冬季休館していた灯台資料館が 4月 1日から開館します。
資料館は、灯台をテーマにした全国でも珍しい施設で、灯
台の歴史などについて紹介しています。
資料館のとなりには、日本の灯台50選に選ばれている恵山
岬灯台があり、周辺は公園として整備されています。　　
場所　恵山岬町80番地 9
時間　午前 9時15分～午後 5時（入館は午後 4時半まで）
休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
　　　　※ 4月 1日は月曜日ですが、通常どおり開館します。
入館料　400円（10人以上の団体は 1人につき300円）
お問合せ　同館☎86-2115

ふるさとの宝を世界に！ふるさとの宝を世界に！
～みんなで目指そう世界遺産～～みんなで目指そう世界遺産～

灯台資料館オープン灯台資料館オープン
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2年間の学習を修了し、笑顔で卒業。2年間の学習を修了し、笑顔で卒業。
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４支所管内の情報をお知らせします。各支所ホームページにも地域の４支所管内の情報をお知らせします。各支所ホームページにも地域の
情報を掲載していますのでご覧ください。情報を掲載していますのでご覧ください。

戸井支所
〒041-0305 函館市館町３番地１
☎82-2111(代表）　思82-2917
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/toi/



※日程・会場は変更となる場合があります

13日㈯　椴法華・南茅部地域回り
 ［10：10］南臼尻会館
 ［11：00］南南茅部支所
 ［11：40］南尾札部会館
 ［13：40］椴総合センター
 ［14：20］椴新八幡町会館
27日㈯　戸井・恵山地域回り
 ［ 9：45］戸青少年会館
 ［10：50］戸生涯学習センター
 ［13：00］恵えさん小学校
 ［14：00］恵恵山支所

移動図書館 ともしびともしび号号

2 日㈫　子育てサロン「出席カードづくり」

　　　　　［ 9：00］恵つつじ子育てサロン

8 日㈪　各小学校入学式

　　　　　［ 9：30］椴椴法華小

　　　　　［10：00］戸戸井西小南磨光小南臼尻小

　　　　　［10：30］南大船小

　　　　　［13：00］戸日新小恵えさん小

　〃　　各中学校入学式

　　　　　［10：00］戸日新中恵恵山中

　　　　　［11：00］椴椴法華中

　　　　　［13：00］南尾札部中

　　　　　［13：15］南臼尻中

　　　　　［13：30］戸潮光中

　〃　　南南茅部高等学校入学式［13：40］同校

9 日㈫　戸戸井幼稚園入園式［ 9：30］同幼稚園

10日㈬　子育てサロン「紙ねんど親子教室」（～11日）

　　　　　［10：00］南南かやべ子育てサロン

16日㈫　子育てサロン「新聞紙で遊ぼう」

　　　　　［ 9：30］恵中浜会館

　〃　　子育てサロン「新聞紙で遊ぼう＆鯉のぼり作り」

　　　　　［10：00］南南かやべ子育てサロン

21日㈰　春のクリーングリーン作戦

　　　　　［ 8：00］支所管内一円

行 事 予 定

■子宮がん検診（頸部・頸体部）
対象　20歳以上で、西暦奇数年生まれの方
料金　▷頸部　1,000円　▷頸体部　1,500円
日程・会場
5 月14日㈫　恵コミュニティセンター
　午前 9時～10時
5 月14日㈫　戸生涯学習センター
　午後 0時45分～ 1時半
5月15日㈬　南公民館
　午前 9時～10時
5 月15日㈬　椴総合センター
　午後 0時45分～ 1時

■乳がん検診
対象　40歳以上で、西暦奇数年生まれの方
料金　1,300円
日程・会場
6 月 3 日㈪　南公民館
　午前 8時半～10時半／午後 0時半～ 1時45分
6 月 4 日㈫　恵コミュニティセンター
　午前 8時半～10時半／午後 0時半～ 1時45分
6 月 5 日㈬　戸生涯学習センター
　午前 8時半～10時半／午後 0時半～ 1時半

※ 女性特有のがん検診の対象者は、クーポン利用で、無料受
診できます。子宮がん検診は、頸部のみが対象です。
■申込期限　 4月12日㈮まで
■お申込み　市立函館保健所東部保健事務所
　　　　　　☎86-3033

各会場の受付は午前 6時～ 9時です。
申込みをされた方は、必ず受診しましょう。
■椴法華地域
4 月19日㈮　総合センター
　　20日㈯　総合センター

お問合せ　市立函館保健所東部保健事務所
　　　　　☎86-3033

■南茅部地域
4 月22日㈪　木直会館
　　23日㈫　尾札部会館
　　24日㈬　公民館
　　25日㈭　臼尻会館
　　26日㈮　漁協大船支所

東部地域のみなさんへ

椴法華・南茅部地域のみなさんへ

子宮がん・乳がん検診のご案内子宮がん・乳がん検診のご案内

巡回健康診断の日程巡回健康診断の日程

平成25年4月［市政はこだて］18

南恵 椴 茅部支所
〒041-1692 函館市川汲町1520番地
☎25-5111（代表）　思25-5110
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/minamikayabe/

法華支所
〒041-0611 函館市新浜町156番地1
☎86-2111（代表）　思86-2837
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/todohokke/

山支所
〒041-0525 函館市日ノ浜127番地
☎85-2331（代表）　思85-2658
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/esan/
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