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マナビっぷ情報

水泳教室を開催

マナビっぷ情報

〜楽しく安全に水に親しむ〜

万が一に備え、洋服を着たままの練習

８月４日（月）から８日（金）までの日程で、
Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて水泳教室が開催さ
れ、幼児の部と小学生（１～６年生）の部に分
かれて水泳の基礎を学習しました。
小学生の部最終日には、万が一に備えるため
着衣水泳を実施し、衣服が濡れたときの重量感
や動きにくさを体感した後、ペットボトルを浮
き輪代わりにする対処法も練習しました。

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◆

夏休み「朝活」開催
〜規則正しい夏休みを過ごしました〜
８月４日（月）から10日（日）までの１週間、
子どもたちの長期休みにおける望ましい生活習
慣を定着させることを目的に実施しました。
毎朝８時に集合してレクレーションや読書の
時間を過ごし、小学校の「ジャンプアップ教室
（夏期補習）」や「水泳教室」にも参加しながら、
親子メニューの「座禅体験」、「昔遊び」、「新体
力測定」など、午前中を中心に元気よく楽しい
時間を過ごしました。
まちづくり協働隊の皆さんや社会教育委員の
協力をいただき、地域の大人との関わりも大切
にしながら過ごした１週間でした。
好きな本を選んで読んでいます

樽商大マンドリン演奏会開催
〜心地よい音色を楽しみました〜
小樽商科大学プレクトラム・アンサンブルの
演奏会が８月17日(日)に、ファミリースポーツ
センターで開催されました。奏者60名によるマ
ンドリンオーケストラで、マンドリン楽器の他
に、マンドラ・コントラバスなど全５種類によ
る演奏が行われました。
「アナと雪の女王」や
「名
探偵コナン」のテーマ、マンドリン演奏の代表
曲「丘を越えて」など10曲を演奏しました。
マンドリンは、普段なじみの薄い弦楽器です
が、８弦を細かく往復させる「トレモノ奏法」
の音色が心地よいとの感想が多く寄せられまし
た。

懐かしい「ケンパー・ケンパー・ケン・ケン・パー」など、
アスファルトに沢山の落書きをして遊びました
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何事も経験、警策（きょう
さく）を受ける児童

人の観客を魅了したマンドリンオー
ケストラ
80
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北海道大学駅伝大会
〜優勝

アドベンチャー・イン・ちっぷべつ

男子：札学院大、女子：北翔大〜

〜小学５・６年生が宿泊研修〜

11

23

８月12日（火）から13日（水）までの１泊２
日で小学５・６年生を対象にした宿泊研修を開
催しました。
１日目は、班ごとに班長などの担当を決めた
後、町内各所にある遺跡を地図で確認しながら
自転車移動、集合場所のこども冒険の森公園を
目指しました。この日は、大変風が強い日で、
参加児童は向かい風にとても苦労していまし
た。夜はナイトウオークで、地図と問題を片手
に涼みながらの市街地探索を楽しみました。
２日目のフィールドワークでは、「○○なも
のと写真を撮れ！」のお題に、必ずポーズを決
めることと出題され、思い思いのポーズで問題
をクリアし、２日間の日程を終えました。
Ｑ：お題「古いものと写真
を撮れ！」

ちっぷっ子に通う児童が、遊びを通じて日常
英会話に慣れ親しむ機会を増やすため、毎月第
２・４水曜日に「ちっぷっ子英語くらぶ」を開
催しています。申込用紙は小学校を通じて配付
していますので、参加希望の方は、生き活き館
内ちっぷっ子ふれあいスクールに提出してくだ
さい。

Ｑ：お題「まるいものと写
真を撮れ！」

〜エミリー先生と英語で遊ぼう〜

Ａ：マンホールの蓋

「ちっぷっ子英語くらぶ」
参加児童募集中!

Ａ：開拓の鐘

年連続で 度目の優勝を果たし
た王者札幌学院大学

８月23日（土）
、第26回北海道大学駅伝対校
選手権大会兼第21回北海道大学女子駅伝対校選
手権大会が町内周回コースで行われました。
大会には、男子３校、女子３校が出場し、男
子は札幌学院大学が11年連続23度目、女子は北
翔大学が２年連続３度目の優勝を果たしました。
男子優勝の札幌学院大学は、全日本大学駅伝
対校選手権（11月２日名古屋市ほか）へ、女子
優勝の北翔大学は、全日本大学女子駅伝（10月
26日仙台市）へ出場します。

図 書 館 だ よ り
〜みんな上手にできたかな？〜 こども工作教室を開催しました
７月26日（土）に、こども工作教室を行いました。この教室は、
図書館にある工作図書を参考に創作し、図書に関心を持ってもら
おうと、毎年夏休みに実施しています。この日は、絵本の読み聞
かせ・紙芝居後に、体を持ってゆらすと動物たちが首を振る、紙
コップを使った「くびふり アニマルランド」を製作し、それぞ
れの創意工夫が施された作品が出来上がりました。
最後に作品と一緒に記念撮影をして楽しいひとときを過ごしま
した。

◆ 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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平成26年度自衛官等募集案内

振り込め詐欺事件が発生しました
８月20日に深川警察署管内の60歳代の女性が、息子を語った男から「携帯の番号が
変わったんだけど。
」と言われ、
「女性を妊娠させた。慰謝料として300万円が必要なの
で、口座に振り込んで。」などと言葉巧みに騙され、指定された口座に200万円を振り
込んだという詐欺事件が発生しました。
被害を防止するため、このような電話があったら、まずはしっかりと事実確認をし、
少しでも不審に感じたらすぐに警察署に相談しましょう。

１０月から自動車税の徴収を強化します
預貯金、給与等の財産の差し押さえを行います。
様々な事情により自動車税を納税していない方は、必ず空知総合振興局深川道税事
務所まで連絡してください。
【問い合わせ先】 空知総合振興局深川道税事務所 （深川市２条１９番１３号）
電話 ２３－３５７８
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秋の住民健診の申し込みの受付をしています！
今年度の住民健診の申し込みはお済みでしょうか？
秩父別町の健診は「全検査を無料で受けられる」
「骨チェックや栄養展示などオプション
がある」「同時に歯科健診も実施」「無料保育による安心の健診」など受診しやすい工夫を
しております。年１回の「健康確認の場」として町の住民健診をご利用ください！

≪日程≫

１０月２３日（木）一般の日
２４日（金）女性の日

午前 7：00～11：30
午前 7：00～11：30

≪場所≫ 老人福祉センター

乳がん検診の申し込みをされた
方は、人数調整により午後の時
間帯になる場合もあります。

≪内容≫ ○特定健診(40～74歳)
〜国保以外の保険の方は加入している医療保険者に「特定健診」をお申込みください。

○30代・後期高齢者(75歳以上)健診
がん検診は、国保以外の方も受ける
○肺・胃・大腸がん検診（40歳以上）
ことができます。
○前立腺がん検診（50歳以上）
また、単独で受けることができます。
○子宮・乳がん検診（20歳以上）
○結核検診(65歳以上)
○肝炎検査(未受診者)
○エキノコックス検査(西栄・南・駅前町内)

≪料金≫ 無料（町と国保が全額助成）
≪申込≫ 健診を希望される方は、申込みが必要ですので役場住民課住民福祉グループ
（保健指導担当）にお申し込みください。

※４月に秋の健診に申込みをされた方は、事前に問診票などのご案内を郵送します。
また、６月の住民健診で申込みをし、受診されなかった方（事前に日程変更された
方以外）は、再度申し込みが必要です。

申込期限

９月２２日（月）

今年の住民健診のテーマ
住民健診では、毎年テーマを決めて栄養の展示を行っています！
毎年テ マを決めて栄養の展示を行っています！
今年のテーマは

「脂質」

です！

会場内では情報満載の食品展示を行っており、
「脂質」について知る事ができます！
「脂質」は体に必要な栄養ですが、摂りすぎてしまったり、摂り方を間違えてしまうと、
動脈硬化などの原因となります。
「脂質」に関係する血液データは「悪玉コレステロー
ル（ＬＤＬ）」「善玉コレステロール（ＨＤＬ）」「中性脂肪」です。
「ちょっと値が高い！」も続けば、体への負担も確実に蓄積していきます！食生活を
見直す相談も行っておりますので、保健師に気軽にお声かけください。

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・保健指導担当）
F A X ３３－３４６６
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平成２６年
８ 月 末 日
現在

人 口 ２,６１４人（ー７人）
男 １,２３４人（±０人）
女 １,３８０人（－７人）
世帯数 １,１３６戸（－５人）

８月中の動き 出生
転入

１人 ・ 死亡 ５人
７人 ・ 転出１０人

８月１１日生まれ
れんと

牧野

蓮虎ちゃん
智美 さん
（ 中央東 町内 ） !!

ママ

お
風
呂
が
大
好
き
で
す

!!

けっこん おめでとう
町内名 氏
名

寿

車が
大好
き
です

寺迫

﹃当たり実感のある少額賞金も豊富！﹄

◆４等 ５万円 × ２６︐０００本
︵発売総額３９０億円・ ユニットの場合︶
◆５等 １万円 × ５２０︐０００本
︵発売総額３９０億円・ ユニットの場合︶
13

駅 前 梨木 拓馬
沼田町 能登 英理香

父の名

かい

13

おめでとう

名

隆紀

歳
歳
歳
歳

８月１８日生まれ
海ちゃん
ママ
郁巳 さん
（ 筑紫 町内 ）

おたんじょう

氏

はると

盛 篠田 悠斗

町内名

新

未松
ミチ子
富子
マツヱ

歳

おくやみもうしあげます
町内名 氏
名
年齢

磯野
永峰
北垣
石山

盛 宮西 ツル

中央西
北 部
筑 紫
日の出

新
（敬称略）

101 88 82 91 78

●○ 戸籍の窓 ○●
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