広報ちっぷべつ
平成２７年６月

１

広報に掲載した写真をご希望の方、広報に関
するご意見ご要望は、総務課総務グループ（広
報担当）までご連絡ください。
※写真は電子メール送信による提供も可能です
・電 話 ３３ ２
- １１１（内線 番）
・メール
kouhou@chippubetsu.jp

５

34

認定こども園くるみで、こどもの日お楽しみ
会が行われました。先生に紙芝居を読んでも
らったあと、自分たちが作った鯉のぼりを一人
ひとり発表し、最後にリレーゲームを行って楽
しい時間を過ごしました。

５
１

５
１
春の水天宮祭が滝の上水天宮で行われ、土地
改良区の役職員や来賓など約40名が出席されま
した。黒田宮司の祝詞奏上に続き、代表者らに
よる玉串奉てんが行われ、今年の豊作を祈願し
ました。

ちっぷべつ緑のナポリタンの原料にもなる町
特産ブロッコリーの定植作業がスタートしまし
た。この日、中央西町内の山森聡さんが今年１
回目の定植作業を行い、専用の機械により苗が
丁寧に植えられました。

５
７

５
８
小学校全校児童による遠足が行われ、１・２
年生がこども冒険の森公園、３年生以上は桜山
公園（深川市）などを目指して歩きました。
暖かい春の陽気に包まれて気持ちよさそうに
みんなで遠足を楽しみました。

様々な分野の町内団体代表者が出席し、第１
回「まち・ひと・しごと創生会議」が開催され
ました。この会議では今年度町が策定する将来
の人口ビジョンや総合戦略などについて審議が
行われ、今後数回にわたり会議が行われます。
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５
15

５
15
開基121年開町記念式典が秩父神社境内で行
われ、名誉町民や町政功労者らが多数参列し、
先人の苦労を偲びました。式典では神薮町長が
まちの近況を交えながら先人への敬意と感謝の
気持ちを述べ、参列者は玉串を捧げました。

秩父神社本殿で敬老祭が行われ、町内各団体
の来賓、町内に住む75歳以上の方々約70名が参
加しました。参加者は玉串を捧げながら、開拓
の先祖の人たちを偲び、健康・長寿を祈願しま
した。

５
17

５
18
中学校体育大会に向けて、全校生徒によるグ
ラウンド整備や花壇づくりが行われました。
花壇づくりでは、スコップで土を懸命に掘り
返し、花を植える場所や色合いなどを考えなが
ら作業をしました。

首都圏の秩父別町出身者でつくる東京秩父別
会総会が東京都内で開かれ、出席者約50名が古
里への思いをはせました。懇親会では秩父別町
出身の演歌歌手、守屋光二さんが歌声を披露し、
会場は大いに盛り上がりました。

５

５
27

22

西栄町内の中西伴浩さんが耕作する水田で秩
父別小学校５年生の児童が田植え体験を行いま
した。裸足になって田んぼに入った児童たちは
ぬかるみに苦労しながらも、１株ずつ丁寧に植
えていきました。

認定こども園くるみの入園児が、消防秩父別
支署で消防車両の見学と放水体験を行いまし
た。20日、22日の2日間、組ごとに分かれて見
学をし、子ども達は興味津々の様子で放水体験
などを行いました。
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マナビっぷ情報

施設からのお知らせ

マナビっぷ情報

〜キャンプ場・Ｂ&Ｇプールがオープンします〜

○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。
皆様のご利用をお待ちしております。
◎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。
◎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18日）は午前10
時開館。

永年のご功績を讃えて
〜藤岡 浩文 氏に感謝状を贈呈〜

５月１日（金）、今年３月末で社会教育委員
をご勇退された藤岡浩文さんに神薮町長から永
年のご功績を讃えて感謝状が贈呈されました。
藤岡さんは、平成15年４月１日から平成27年
３月31日までの12年の永きにわたり、社会教育
委員を務められ、平成18年６月１日からは、委
員長として社会教育事業の推進にご尽力いただ
きました。

新任の先生に聞きました！
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・中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、小学校には尾垣 義之先生（学習支援員）
、中学校には星 雅之先生・
長谷川 雄也先生 ・ 佐竹 大樹先生（学習支援員）
・鎌田 由香事務員が赴任されています。
★尾垣 義之 （おがき よしゆき） 先生 ※学習支援員
私はここ秩父別小学校の卒業生ですが、私がいた１０年ほど前よりも、子ども
達の学年の壁が薄く、学年関係なくみんな仲良くすごしています。
休み時間は体育館やホールで元気よく遊ぶ姿が見られる反面、読書の時間や自
主学習の時間は集中して静かに取り組んでいて、大変素晴らしいと感じています。
一年間、子どもたちの生活と学習の支援に尽力いたします。よろしくお願いし
ます。
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神薮町長から感謝状を贈呈

～お願いです。～
各施設のご利用に際しては、次のことを厳守
してご利用ください。
◎ミニゴルフ場は他の利用者に危険が伴います
ので、指定クラブ、指定場所以外での利用は
ご遠慮ください。
◎スポーツセンターなど利用者名簿を設置して
いる施設は、記名をしてからご利用ください。
◎スポーツ公園ご利用の際、ごみは各自お持ち
帰りをお願いします。
◎各施設をご利用する際は、節電にご協力をお
願いいたします。

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◆

広報ちっぷべつ
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マナビっぷ情報

新任の先生に聞きました！
中学校の新任の先生に聞きました～「ちっぷべつの印象は？」
★星 雅之 （ほし まさゆき） 先生 ※２年生副担任
豊かで恵まれた自然や地域の中で育った、素朴で素直な子ども達の中学校生活
での関わりの機会を得られたことに、喜びと責任の重さを実感しています。地域
や保護者の皆さんの期待にしっかり応える教育活動に取り組んでいきますので、
よろしくお願いいたします。

★長谷川 雄也 （はせがわ ゆうや） 先生 ※１年生担任
２年前と変わることなく全校生徒が元気に挨拶できる学校です。学校だけではな
く町民の方々からも元気な挨拶をいただき、すべてが繋がっていると実感します。
再びこの素晴らしい町で努めさせていただけることを大変光栄に思っております。
持てる力をすべて出し切り１年間頑張りたいと思います。よろしくお願い致します。

★佐竹 大樹 （さたけ たいき） 先生 ※学習支援員
秩父別町は田園風景や身近に自然があることなど私の出身地と似ているため、
生活していてとても楽しいです。生徒たちは自分の目標へ向かって努力している
姿が見られます。勉強だけではなく、様々な支援をできるよう努めていきますの
で、宜しくお願いします。

★鎌田 由香 （かまだ ゆか） 事務員
元気で礼儀正しいあいさつが印象的です。生徒たちが充実した学校生活を送れ
るよう努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

図 書 館 だ よ り
★図書館情報局★ 〜図書館行事のご案内〜
図書館では、読書に親しんでいただくために以下の行事を行っています。子どもが対象の内
容が多いですが、大人の方でも楽しめますので、皆様の参加をお待ちしています。
なお、詳細については、広報等でお知らせいたします。
○絵本おはなし会（毎月第４土曜日 午後１時３０分から）
紙芝居や絵本の読み聞かせ、簡単な工作などを行います。
○絵本おはなし会ミニ（毎月第２金曜日 午前１１時から）
乳幼児が対象です。
○こども工作教室（７月）
図書館の本を活用し、身近にある材料で工作します。
小学生が対象です。
昨年のこども工作教室の様子
○クリスマスおたのしみ会（１２月）
紙芝居や工作、ボランティアによる楽しいおはなし会などを行います。
他にも楽しい行事を企画していますので、ぜひ図書館に足をお運びください。
【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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渡

おめでとう
名 父の名

すず

鈴

歳

藤岡

得能 幸作

歳

おたんじょう
町内名 氏

中央西

キク

松本

おくやみもうしあげます
町内名 氏
名
年齢

屯 田

旭
（敬称略）

95 98

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２７年
５ 月 末 日
現在
５月中の動き

人

口 ２,５７２人 ( ー ２人)
男 １,２１７人 ( ー １人)
女 １,３５５人 ( ー １人)
世帯数 １,１３６戸 ( ± ０戸)
出生
転入

１人 ・ 死亡
１人 ・ 転出

２人
２人

税務職員を装った不審な電話にご注意ください！
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、
年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうと
する事例が発生しています。
電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依
頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多く、「アンケートに協
力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うような
ケースも確認されています。
税務職員を名乗る者から電話などがあり、その内容について不審に思われた場合には、即答
を避け、相手の所属部署、氏名、電話番号を確認した上で一旦電話を切り、最寄りの税務署に
お問い合わせください。 ◆お問合せ 深川税務署総務課 ℡２３－２１９１（代表）

今月は町税等(第１期)
の納期です
６月２５日（木）は、町税等（町道民税・
固定資産税・国民健康保険料・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２７年６月５日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

