
 

  

 

 
 

 

 

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。
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 例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

★実施日  

★実施場所

場所：洞爺総合支所

時間：午前

９月
１０月・・・

誰でも参加できます。

都合のつく時間に来て

日時：９

１０

１０

   ９時から１２時まで

場所：洞爺ふるさと交流センター

参加費：無料

 

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

  令和元年９月２４

午前１０時４０分より３０分程度

※

★実施場所  JA

洞爺総合支所

時間：午前 9 時３０分から

月・・・２０
月・・・４

誰でも参加できます。

都合のつく時間に来て

９月２６日

１０月 ７日

１０月２８日

９時から１２時まで

場所：洞爺ふるさと交流センター

参加費：無料 

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

令和元年９月２４

午前１０時４０分より３０分程度

※ 雨天の場合は、

９月２

JA とうや湖ガソリンスタンド前交差点

洞爺総合支所 町民相談室

時３０分から

・・・２０日(金
４日(金)

誰でも参加できます。 

都合のつく時間に来てください

月２６日(木) 

日(月)  

日(月) 

９時から１２時まで

場所：洞爺ふるさと交流センター

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

令和元年９月２４日（

午前１０時４０分より３０分程度

雨天の場合は、

９月２６日（木

とうや湖ガソリンスタンド前交差点

町民相談室 

時３０分から 11 時３０

金) 
)、１８

ください。 

９時から１２時まで 

場所：洞爺ふるさと交流センター 

 

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

日（火）

午前１０時４０分より３０分程度

雨天の場合は、 

木）に順延します。

とうや湖ガソリンスタンド前交差点

時３０分まで

１８日(金) 

 

 

 

開催中

秋特別展

9

特月夜の芸術館コンサート開催

10

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

） 

午前１０時４０分より３０分程度

）に順延します。

とうや湖ガソリンスタンド前交差点

まで 

 

開催中!! 

秋特別展

｢トランスケープ

9 月 28 日(

特月夜の芸術館コンサート開催

演奏:

10 月 5 日(

小中学生作品展

 

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。

午前１０時４０分より３０分程度 

）に順延します。 

とうや湖ガソリンスタンド前交差点

 
 

秋特別展 小宮伸二作品展

トランスケープ

ー電球人ノ見タ夢ー

(土) 

特月夜の芸術館コンサート開催

:加藤亮子と仲間たち

(土)～20

小中学生作品展

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと
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とうや湖ガソリンスタンド前交差点 

 

小宮伸二作品展

トランスケープ 

ー電球人ノ見タ夢ー

特月夜の芸術館コンサート開催

加藤亮子と仲間たち

20 日(日) 

小中学生作品展 
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記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

じますが、是非ご参加下さいますようよろしくお願いいたします。 

小宮伸二作品展 

ー電球人ノ見タ夢ー｣ 

特月夜の芸術館コンサート開催 

加藤亮子と仲間たち 

 

例年実施しております「旗の波運動」を、洞爺地区住民のみなさんと

一緒に観光客など洞爺湖町を訪れる人々に交通安全を周知するため、下

記日程のとおり実施いたしますので、時節柄何かとお忙しいこととは存

 

 



 

 

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
《申請から使用までの流れ》
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洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

ので、通常通りご利用ください。

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。

《申請から使用までの流れ》
１)申請する

                     

２)商品券の購入引換券が届く・・・

３)商品券を購入する・・・

４)商品券を使用する・・・

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

ので、通常通りご利用ください。

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。

《申請から使用までの流れ》
申請する・・・

                     

商品券の購入引換券が届く・・・

商品券を購入する・・・

商品券を使用する・・・

受

付

日

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

ので、通常通りご利用ください。

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。

《申請から使用までの流れ》
・・・印鑑、身分を証明するもの

                     

商品券の購入引換券が届く・・・

商品券を購入する・・・

商品券を使用する・・・

受 

付 

日 

洞爺総合支所

農業研修センター

なるか愛郷の家

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

ので、通常通りご利用ください。

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。

《申請から使用までの流れ》
印鑑、身分を証明するもの

                     

商品券の購入引換券が届く・・・

商品券を購入する・・・１０月１日から「商工会」で購入できます。

購入引換券、現金、身分証明書を持参

商品券を使用する・・・１０月１日から商品券が使用できます。

使用できる店舗は

洞爺総合支所 

農業研修センター

なるか愛郷の家

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

ので、通常通りご利用ください。 

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。

《申請から使用までの流れ》 
印鑑、身分を証明するもの

                     

商品券の購入引換券が届く・・・町から購入引換券が郵送されてきます

１０月１日から「商工会」で購入できます。

購入引換券、現金、身分証明書を持参

１０月１日から商品券が使用できます。

使用できる店舗は

 

平日

９月２２

農業研修センター 
９月２０日

なるか愛郷の家 

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

対象者には、事前に通知しております。 

印鑑、身分を証明するもの(免許証、保険証など

                      

町から購入引換券が郵送されてきます

１０月１日から「商工会」で購入できます。

購入引換券、現金、身分証明書を持参

１０月１日から商品券が使用できます。

使用できる店舗は町内で、

平日(～２月２８日

９月２２日(

９月２０日(

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

ご利用する方は、事前にご連絡ください。 

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。

免許証、保険証など

町から購入引換券が郵送されてきます

１０月１日から「商工会」で購入できます。

購入引換券、現金、身分証明書を持参

１０月１日から商品券が使用できます。

町内で、現在募集中です。

～２月２８日) 

(日) 

(金) 

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。

 

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、

費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。 

免許証、保険証など)を持参

町から購入引換券が郵送されてきます

１０月１日から「商工会」で購入できます。

購入引換券、現金、身分証明書を持参 

１０月１日から商品券が使用できます。 

募集中です。

 8：45

9：00

13：30

15：00

洞爺総合支所では自分でハチの駆除をする方に、無料で 

ハチの巣駆除専用の防除服をお貸ししております。 

洞爺地区コミュニティバスについては毎年この時期、時刻やルー

トなど見直しをかけておりましたが、今年度は変更がありません

消費税率の引上げがかけに与える影響を緩和するとともに、地域の消

を持参 

町から購入引換券が郵送されてきます 

１０月１日から「商工会」で購入できます。 

募集中です。 

45～17：30

00～16：00

30～14：30

00～16：00

地域の消

30 

00 

30 

00 


