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マナビっぷ情報

体育協会功労者表彰が
行われました

マナビっぷ情報

５月９日（金）に、交流会館で平成26年度の
体育協会総会が開催され、その前段に功労者表
彰が行われました。
また、総会では前年度の事業・決算報告や今
年度の事業・予算について協議を行い、それぞ
れ承認されました。
今回表彰された方は次のとおりです。
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ランニング教室を開催
～アスリートが走り方の基本を伝授～
５月17日（土）に、町内の小中学生33名が集
まり、ランニング教室を開催しました。市民ラ
ンナー教室などを主宰する「作．ＡＣ北海道」
代表の作田徹さん外１名を講師に招き、「トレ
ーニング」や「フォーム」を中心に「走り」に
ついて教わりました。
当日は小雨の中、ふれあいプラザから屋外に
出て、小学生３km、中学生６kmで実技指導を兼
ねたランニングを実施しました。
これから運動会シーズンが始まることもあ
り、受講した子どもたちは熱心に取り組みまし
た。

※いずれも、パークゴルフ協会

奨

生涯学習マスコット
《マナビィ》です
学習情報を皆さんに
お知らせします
◆秩父別町教育委員会◆

小学生タグラグビーチーム

施設からのお知らせ
～キャンプ場・B＆Gプールがオープンします～

作田さんの先導で寒さのなか
元気に走る中学生

○施設の開設期間について
社会教育施設が次のとおりオープンします。
皆さまのご利用をお待ちしております。
なお、キャンプ場の利用について、一部変更
になりましたので、ご注意ください。

◎秩父別町Ｂ＆Ｇプール
利用期間 ７月１日～８月31日
利用時間 午後１時～午後６時
※但し、土日祝日及び夏休み期間
中（７月25日～８月19日）は午
前10時開館。
◎沼田町Ｂ＆Ｇプール（利用できます）
利用期間 ６月１日～８月31日
利用時間 午前10時～午後９時
※但し、正午から午後１時と午後５
時から午後６時の間は事故防止の
ため遊泳できません。
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アシスタントの太田さんの先導
で走る小学生

◎キャンプ場
利用期間 ６月１日～９月30日
利用料金 テント・タープ１張につき、
１泊1,000円
※車中泊の場合も車１台につき、
１泊1,000円。
※朝・夕方に担当員が巡回します
ので、受付・利用料金支払いを
お願いします。

○スポーツセンターについて
この度、スポーツセンター２階トイレを
洋式（シャワー付き）に改修しましたので
お知らせします。
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小学校の新任の先生に聞きました！
「ちっぷべつの印象は？」
秩父別小学校に赴任された先生に、秩父別の印象を伺いました。
この４月に、小林校長先生、谷口先生、平野先生（学習支援員）の３名が赴任されています。

★小林 宏明 （こばやし ひろあき） 校長先生
秩父別町は、美しい田園風景が広がる自然豊かで生活環境の整ったところ
であると同時に、安らぎや触れ合い、そして温もりを実感できる素晴らしい
町だと思っています。
また、子どもたちは明るく素直な子ばかりで、将来に向け無限の可能性を
秘めています。その可能性の芽を見出すため、学校・保護者・地域が一体と
なり「子どもを真ん中に据えた学校づくり」を推進していきたいと考えてい
ます。宜しくお願いします。

★谷口 陽一 （たにぐち よういち） 先生

（３年生担任）

子どもたちは毎日、元気にあいさつをしてくれています。
また、中休みなどには、学年に関係なく仲良く遊んでいる様子が見られ、
楽しい雰囲気になります。
これから、よろしくお願いします。

★平野 加奈 （ひらの かな） 先生

（学習支援員）

子どもたちは、とても素直で元気です。
朝や休み時間には「鬼ごっこしよう」と誘ってきてくれたり、給食を一緒
に食べたり、毎日楽しく仕事をさせていただいております。
この１年間、子どもたちの勉強のサポートに努めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

図 書 館 だ よ り
たのしいおはなしをたくさんのせて ～おはなし隊がやってきます～
講談社読書推進事業部が、本の楽しさを子どもたちに伝えるために都道府県を1ヵ月単位で訪
問している「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」のキャラバンカーが７月13日（日）に図書館へ
やってきます。キャラバンカーには約550冊の児童書がつまれ、子どもたちが自由に読むことが
できます。
当日は、おはなし隊の隊長とボランティア「ぷちパンプキン」による、おはなし会も予定して
います。たくさんの参加をお待ちしています。
○日 時 ７月１３日（日）午前10時30分～11時35分
◆キャラバンカーの見学は10時30分から11時までです。
◆おはなし会は午前11時05分から、図書館内で行います。
○場 所 秩父別町図書館
【問合せ先 秩父別町図書館：３３- ２２２０】

◆ マナビっぷ情報に関するお問い合せ先 ◆
教育委員会 教育グループ 【電話３３－２５５５
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すべての事業所が調査の対象です

平成２６年経済センサス‐基礎調査
平成２６年商業統計調査を一体的に実施します
●経済センサス基礎調査は、我が国の事業所・企業の基本的構造を明らかにすると
ともに、各種統計調査の母集団情報の整備を図ることを目的として実施します。
策
●商業統計調査は、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策
の基礎資料を得ることを目的として実施します。
す
●平成 26 年６月末日までに調査員がお伺いして調査票をお届けします
ので、必ず回答していただきますようお願いします。

みなさまの回答が、日本経済の力になる！

総務省・経済産業省・北海道・秩父別町

狩猟免許試験のお知らせ
平成26年度の狩猟免許試験が下記の日程で開催されますので、お知らせします。

●狩猟試験予備講習
１．日 時
２．会 場
３．受講料

４．受

付

平成２６年７月２７日（日） ９時～１６時３０分
岩見沢市民会館まなみーる 文化センター練習室Ｂ
第１種、第２種 7,500 円（テキスト代込み）
網 5,000 円 わな 5,000 円
第１種または第２種と同時に網、わなを受講する場合 10,000 円
平成２６年６月１８日～７月１８日

●狩猟試験

８月３日（日）

１．日

時

平成２６年

２．会

場

空知総合振興局（岩見沢市８条西５丁目）

●お問い合わせ

空知猟政協議会

９時～

電話・ＦＡＸ
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お口の健康を守るために･･･
毎年６月４日～１０日は「歯と口の健康週間」です。様々な研究結果から『歯が多く残って
いる方は、医療にかかる費用が少なく、歯が残っている事で噛む力の影響から記憶する能力が
高い傾向がある』と言われています。毎日の歯磨きが虫歯や歯周病予防の第一歩です。

＜磨き残しをしない歯磨きの仕方＞

～歯の磨き方を振り返ってみましょう！～

歯と歯の間

歯と歯ぐきの境目・奥歯の噛み合わせ

歯と歯の間に歯ブラシのわきを縦にしてあて、 歯ブラシの全面を使い、歯に 90 度にあてて、
上下に動かす。
小刻みに動かす。
糸ようじや歯
間ブラシを使
うと挟まった
汚れも取れま
す！

歯ぐきにかか
るように磨く
と効果的！

奥歯のうしろ

前歯の裏側

歯ブラシのつま先を使い、奥の歯の左右両方
から磨く。

歯ブラシを縦に使い、かかと部分で、汚れを
かきだすように磨く。

汚れをかき出
すようにしま
しょう！

１本ずつ丁寧
に磨くと磨き
残しがなくな
ります！

★歯だけではなく、歯の土台となる歯ぐきも大切です！
歯と歯ぐきの汚れをしっかり落とし、指の腹でマッ
サージをすると血行も良くなります！
）
健診を継続して受けている方の傾向（平成 25 年度の町歯科健診）

♢お口が清潔に保たれている
♢歯ぐきが健康に保たれている

など

定期的に確認する事で、虫歯・歯周病の予防・早期発見に繋がります！
毎日かかさず丁寧に磨いていても、磨き残しや虫歯が見つかる事もあります。そのため、
歯科健診 （住民健診と一緒に実施） の活用やかかりつけ医で定期健診 （３か月～半年が目安）
を受ける事をおススメします。住民健診の歯科健診では、歯科衛生士さんに毎日のケアに
ついて相談したり、歯科についての展示も行っております！

お問い合わせ

役場住民課住民福祉グループ 電話 ３３－２１１１（内線47）
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中央西 山田 尚史
中央西 井上 睦未

寿

寿

けっこん おめでとう
町内名 氏
名

中央東 瀬戸 優貴
中央西 近藤 晃子

歳
歳

おくやみもうしあげます
町内名 氏
名 年齢

屯 田 畑山ハナ子
中央西 宮田 爲一

（敬称略）

88 94

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２６年
５ 月 末 日
現在
５月中の動き

人

口 ２,６２５人 ( ー２人)
男 １,２３７人 ( ー３人)
女 １,３８８人 ( ＋１人)
世帯数 １,１４４戸 ( ー１戸）
出生
転入

０人 ・ 死亡
３人 ・ 転出

２人
３人

地域で高齢者を見守りましょう！
いくつになっても元気で安心して暮らしていけるよう、地域で高齢者を
見守り、支え合うまちづくりを目指しています。
まずは、できることから始めましょう。
①日頃から、あいさつや回覧板の手渡しなどで声をかけ合いましょう。
②万が一に備えて、緊急時の連絡先を誰かに伝えておきましょう。
③ご近所の高齢者に変わりはないか、そっと見守りましょう。
心配なこと、気になることがありましたら
役場住民課または町社会福祉協議会事務局にご連絡ください。
電話 ３３－２１１１

秩父別町
高齢者等見守り
協議会

今月は町税等(第１期)
の納期です
６月２５日（水）は、
町税等（町道民税・
固定資産税・国民健康保料・軽自動車税）
の第１期の納期限です。
納め忘れのないようにしましょう。
◆お問い合わせ
役場総務課総務グループ（税務担当）
電話 ３３－２１１１（内線 35）

クールビズを実施中です
６月１日～９月３０日
役場では、９月３０日までクールビズを実
施します。
期間中、職員は軽装をしておりますのでご
理解いただきますようお願い申し上げます。

■発行・編集／秩父別町総務課総務グループ 〒０７８－２１９２ 雨竜郡秩父別町４１０１番地
ＴＥＬ ０１６４－３３－２１１１
メールアドレス kouhou@chippubetsu.jp
■発行日／平成２６年６月６日（月１回発行）
■印刷／（株）プリコム旭川

