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子育てをみつめるゆうべ

マナビっぷ情報

～11月５日開催～
講師：元Ｊ１選手

曽田雄志 氏

家庭教育に関する情報提供、家庭・学校・地
域の連携をより深める機会として「子育てをみ
つめるゆうべ」を開催いたします。
今年度は、コンサドーレ札幌の曽田雄志（そ
だゆうし）氏（元Ｊリーガー）を講師としてお
越しいただき、講演会を行います。
曽田氏は、札幌生まれで札幌南高校から筑波
大学を経て、2001年にＪ１に昇格したばかりの
コンサドーレ札幌に入団しました。現役時代は、
全ポジションでの公式戦出場などの記録を残す
など、頭脳明晰にして身体能力が抜群な選手で
した。
近年は、札幌市シティープロモート戦略会議
のメンバーや東日本大震災のチャリティーイベ
ントを開催するなど、各方面で活躍中です。
当日は、これら貴重な体験をもとにご講演い
ただきますので、是非多くの町民の皆様にご来
場いただきますようご案内申し上げます。
◆日

時

平成26年11月５日（水）
受 付 18時15分から
講演会 18時45分～20時45分
◆場 所 交流会館
◆講 師 コンサドーレ札幌 クラブアドバイ
ザリースタッフ 曽田雄志 氏
◆入 場 無 料
◆主 催 教育委員会・町ＰＴＡ連合会

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◆

第41回秩父別町総合文化祭
〜11月2日（日）
・3日（月・祝）開催〜
各文化団体の日頃の活動成果を発表する「総
合文化祭」を次のとおり開催いたします。
文化祭は、多くの皆様に文化芸術を鑑賞して
もらうことで、町文化の振興を図り、一人一学
の更なる向上を目的としています。
なお、11月３日（月・祝）は、バザー（そば・
うどん・しるこ）も行いますので、どうぞご利
用ください。
準備の都合上、11月１日（土）はファミリー
スポーツセンターを臨時休館します。
日 時 11月２日（日）・３日（月・祝）
会 場 スポーツセンター・青年会館
主 催 文化連盟
内 容
●文化展示会（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2階・研修ｾﾝﾀｰ）
２日13：00～17：00
３日 9：00～15：30
●芸能発表会（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ体育館）
３日11：00～15：30
●文化発表会（ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2階・青年会館）
２日14：00～17：00
３日 9：00～17：00
※詳しくは、後日配布（新聞折込）する文化祭
プログラムをご覧ください。

子育てサロン「バス遠足」
〜みんなでカムイの杜へ行きました〜

〜施設からのお知らせ〜

９月17日（水）に、就学前の幼児を対象とし
て開催している子育てサロンの月１行事で「旭
川カムイの杜」へ行ってきました。
現地では、心配されて
いた雨にあたることなく
楽しく遊び、みんなでお
弁当を食べました。
毎月楽しいメニューを
用意していますので、皆
様の参加をお待ちしてい
ます。

各屋外施設の利用期間は、下記のとおりです
ので、お知らせいたします。
■スポーツ公園、
ミニゴルフ場、
野球グラウンド、
テニスコート、陸上競技場、ゲートボール場、
パークゴルフ場・・・・・・・10月31日まで
※状況により変更する場合があります。
《文化祭に伴うスポーツセンターの利用について》
◆10月31日(金) 準備
（一般使用不可）
◆11月１日(土) 臨時休館
◆11月２日(日) 総合文化祭（一般使用不可）
◆11月３日(祝) 総合文化祭（一般使用不可）

みんなで記念撮影しました
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子ども料理教室
〜ちっぷっ子で料理教室を行いました〜

９月７日（日）、たきかわ文化センターで開
催された第38回道民芸術祭兼第46回空知管内郷
土芸術祭に、町内のフラダンス愛好会「ロケラ
ニ」と「老人クラブカラオケ愛好会」が舞台発
表をしました。
ロケラニは、８名による息のあった優雅な踊
りを２曲披露し、曲ごとに衣装を替え、会場か
らは大きな拍手が送られていました。また、カ
ラオケ披露も会場から手拍子が起こるなど、そ
れぞれ日頃の練習の成果が発揮されました。
このほか、町内の短歌、俳句愛好会も、各分
科会で研鑚を積み、地域との交流を深めました。

９月８日（月）に生き活き館で「子ども料理
教室」が開催されました。
この教室は、子どもたちに料理を通して食の
大切さを伝えようと、食生活改善推進協議会が
ボランティア活動として実施し、子どもたちは
慣れない手つきながらも、会員の指導を受け、
楽しく調理していました。
当日は、地元小豆を原料にしたアンコなどで
「フルーツ白玉パフェ」を作りました。

一曲目「ナニ アヒアヒ」
をエレガントに披露

指導を受けながら料理に挑
戦しています

道民芸術祭参加
〜フラダンス・カラオケを発表〜

「ちっぷ子英語くらぶ」
二曲目「プア カーネショ
ン」をシックな衣装に替
えて披露

～エミリー先生と、いっしょに遊ぼう～
毎月、第２・４水曜
日に開催しています。
詳しくは、教育委員会
又は、ちっぷっ子まで
お問い合わせください。

図 書 館 だ よ り
◆◇絵本おはなし会スペシャルのお知らせ◇◆
〈もうすぐ全国一斉読書週間です 10/27～11/9まで〉

昭和22年、
「読書の力によって、平和な文化国家を創ろう」と出版社や書店等で力を合わせ始
まった読書週間が、今年も『めくる めぐる 本の世界』を標語として始まります。
これに伴い図書館では、
「絵本おはなし会」のスペシャル版を行います。通常の読み聞かせの
ほかに、布遊具・布絵本製作サークル「ぷちパンプキン」による人形劇や、気軽に参加できる
クイズ大会を予定しています。皆様のご来館をお待ちしています。

【絵本おはなし会スペシャル】１０月２５日（土） 午後1時30分から
■内 容：☆絵本読み聞かせ『ドラキュラーってこわいの？』
☆ぷちパンプキンによる人形劇『赤ずきん』
☆博士と助手の科学DE実験！クイズ大会

◆ 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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インフルエンザを予防しましょう！
毎年秋から冬にかけては、インフルエンザの流行シーズンです。インフルエンザや風邪
の予防方法、インフルエンザ予防接種についてのポイントをおさえ、元気に冬を乗り切り
ましょう！

予防方法のポイント！

体内からブロック

外からブロック
湿度

栄養

★５０〜６０％の湿度を保つこ
とで、ウイルス撃退！

★お肉やお魚などのたんぱく
質、緑黄色野菜などで免疫
力アップ！

マスク
★口と鼻からのウイルス侵入を
ブロック！
★のどの乾燥予防で、感染をブ
ロック！

休息
★十分な睡眠で免疫力アップ！

体温の調整

手洗い

★衣服の調整や体を温める食材
（生姜・唐辛子など）で免疫
力アップ！

★ 30 秒以上の手洗いで感染をブ
ロック！
★手洗い後のアルコール消毒で
強力ブロック！

予防接種
プ！
★ワクチンで抵抗力アップ！

発症した時には…
くしゃみなどによる病原体の飛散を防ぐためにもマスクを着用しましょう。
マスクはウイルスをキャッチしやすい不織布製が効果的です。

インフルエンザ予防接種について
①予防接種をするとインフルエンザにかからないの？
インフルエンザの予防接種により、感染を完璧に予防する事はできません。しかし、重症化を防
ぐ効果が期待されます。特に、高齢者、子どもは感染すると重症になりやすい傾向があります。

②効果は何か月位あるの？
接種後３〜６ヶ月程と言われています。

③接種したらすぐに効果はあるの？
接種してから効果が出るまでに２週間ほどかかります。そのため、流行する前に接種するのが効
果的です。
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インフルエンザ予防接種の助成
今年も、全町民を対象としたインフルエンザ予防接種費用を助成します。
予防接種を受ける際は予約が必要な場合もありますので、必ず医療機関に問い合わせし
てから予防接種を受けていただきますようお願いします。

【接種対象・回数・費用について】
対

象

生後6か月以上13歳未満
13歳以上18歳以下
（中・高校生相当）
概ね19歳以上

接種
回数

自己負担額

２回
無料
１回

助成額
1回目
2回目

3,200円
2,750円

3,200円

１回

１，
０００円

2,200円
（北空知の医療機関の場合）

＊２回接種されるお子さんは、できるだけ同じ医療機関で予防接種を受けてください。
＊医療機関の窓口では自己負担分をお支払いください。
＊生活保護の方は無料です。（事前に役場住民課住民福祉グループで証明書を受け取ってから
予防接種を受けてください。）
＊助成金は町から医療機関に直接支払います。

【助成期間】平成 26 年

10 月 15 日～平成 26 年 12 月 31 日（年内です！）

＊上記の期間以外に予防接種を受けた場合は全額自己負担になります。

【接種方法】
・医療機関受付窓口で、健康保険証を提示してください。
・子どもが予防接種を受ける場合は必ず保護者が同伴し、健康保険証・母子手帳を提示してください。

【接種医療機関】
・秩父別町立診療所のほか、深川市、妹背牛町、沼田町、北竜町等の北空知管内の医療機関で受け
ることができます。
・北空知管内以外の医療機関で接種される場合は、医療機関窓口で一旦全額をお支払いください。
領収書、接種済証、印鑑、本人名義の金融機関口座番号を役場住民課住民福祉グループの窓口に
持参していただいてから後日払い戻しをします。

秩父別町立診療所でのインフルエンザ予防接種について
☆水曜日の午前中以外の診療時間内で接種する事が出来ます。
☆インフルエンザの予防接種は、助成期間内は予約なしで受ける事が出来ます。
ぜひ身近な診療所をご利用ください！

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）
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氏

おたんじょう

町内名
父の名

おめでとう

名

雄太

ち な み

中央西 谷口 知奈美

淳也

ほのか

（敬称略）

穂香

中 央 西 筒井

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２６年
９ 月 末 日
現在

人 口 ２,６１６人（＋２人）
男 １,２３２人（ー２人）
女 １,３８４人（＋４人）
世帯数 １,１３６戸（±０人）

９月中の動き 出生 ２人 ・ 死亡
転入１０人 ・ 転出

「必ずチェック

最低賃金！

３人
７人

使用者も、労働者も」

北海道最低賃金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業
場で働くすべての労働者 （臨時、 パートタイマー、
アルバイト等を含む） に適用される北海道最低
賃金が次のとおり改定されました。

最 低 賃 金 額

まさあき

杉山

正晃ちゃん !!
ママ
泉 さん
（ 中央西 町内 ）

お
の にい
が
大好ちゃ
ん
き
ですと遊
ぶ

９月２３日生まれ

効力発生年月日

７４８円

時間額

平成 26 年 10 月 8 日

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、
臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は
算入されません。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最
低賃金法違反として処罰されることがあります。
厚生労働省北海道労働局

労働基準監督署（支署）

平成26年度自衛官等募集案内
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