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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〜

７月28日から８月３日までの平日５日間の日
程で、幼児の部と小学生の部に分かれて水泳教
室を実施しました。今年は、水泳教室が始まる
前に、小学生たちが会場のＢ＆Ｇ海洋センター
の周りのゴミ拾いを行ったほか、「Ｂ＆Ｇチャ
レンジ（ミニゲーム）」にも参加しました。
小学生の部の最終日には、万が一に備えて着
衣水泳を実施。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〜

ミニレクの様子。みんなで息
をあわせて・・・・・

洋服を着たまま。万が一に備
えての練習です。

７月28日から８月３日までの平日５日間、子
どもたちの長期休みでの望ましい生活習慣を定
着させることを目的に「朝活」を実施しました。
毎朝８時に集合し、ミニレクや読書（自習）
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」にも参加しました。
１日（火）夜には「親子工作教室」でプラネ
タリウム作りにチャレンジ。参加者たちは思い
思いの図柄を施し、自分だけの簡易版プラネタ
リウムを作成しました。

第52回町民ソフトボール大会
〜各町内会から130名が参加〜

◆優 勝
◆準優勝
◆第３位

中央西町内会
駅前町内会
中央東・旭町内会
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プラネタリウムは暗所だと結構
きれいに見えます。

優勝に向けて、ジャストミート
!!

読書の時間では、宿題をする児
童が多数いました。

８月20日（日）
、ふれあいプラザで町体育協
会主催による第52回町民ソフトボール大会が開
催されました。
当日は７町内会、選手130名の参加があり、
優勝に向け各チーム全力でプレーしていまし
た。結果は、下記のとおりです。
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アドベンチャー・イン・ちっぷべつ

〜両町の児童・生徒が交流を深めました〜

〜小学５・６年生が宿泊研修〜

７月25日から28日までの４日間の日程で、姉
妹町の綾川町に９名の親善交流団が派遣されま
した。綾川町との親善交流は昭和56年（旧綾南
町）から始まり、これまで多くの児童・生徒が
両町を交互に訪問し友好を深めています。
今回綾川町へ派遣された親善交流団は団長、
副団長、中学生４名、小学生３名で、25日の歓
迎式・交流会、26日は綾川町施設見学、うどん
打ちと鮎つかみ取り体験、27日の香川県内施設
見学等で交流を深めました。

８月８日から９日の１泊２日の日程で小学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、班長を中心に５人のグループで、
指令に隠された謎解きをしながら、地図を頼り
に各施設を自転車で巡りました。屯田兵第一・
第二中隊本部跡を始めに町内７か所を訪れ、め
ぇーめぇーランドでは羊や絶滅危惧種のニホン
ザリガニを観察するなど、町内の歴史と自然を
学習し、夜は夕食の焼き肉を楽しみ、その後青
年会館で宿泊しました。
２日目は、グループホームべにばらを訪問し、
お年寄りと昔遊びや歌で交流しました。
指令に従い、北ちっ
ぷべつ駅で「見送り
のシーン」を再現

綾川町内の工場見学の様子。
女子は興味津々。

綾川町親善訪問交流

べにばらで、お年寄り
と昔遊び。小学生もあ
やとりは得意でした。

レオマワールドで、みんな
で記念撮影。

図 書 館 だ よ り
〜秩父別版パスファインダーを更新しました〜

「パスファインダー」とは、あるトピック（主題）に関連する資
料の探し方をまとめた１枚の印刷物で、手がかりになるキーワード
や図書・新聞等の情報を紹介しています。図書館では、秩父別町に
関係するパスファインダーを作成していますので、資料を探す際の
参考にご利用ください。
【パスファインダーの種類】
「バラ」、「鐘」、「羊」、「屯田兵」、「トマト」、「米（稲）」、「ブロッコ
リー」、
「綾川町」、
「早川彰氏」、
「早川珍竹林氏」、
「吉田迪男氏」、
「丸
木俊氏」、「黒木亮氏」、「緑のナポリタン」、「災害」

◆ 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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ＦＡＸ３３－３５４９】

出入口付近に設置しています

★図書館情報局★
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回収されないごみが増えてきています。

ルールを守り正しい分別をしましょう。
近頃回収されないまま残ってしまうごみが多くあり、ごみ分別のマナーの
悪さが目立ちます。今一度ごみ分別辞典で分別方法を確認してください。正
しい分別をし、回収されないごみがないようにしましょう。

ごみ出し
ルール

ごみ収集カレンダーにより、必ず収集日の 8 時 30 分までに出す。
（時間を過ぎて出されたものは、きちんと分別していても回収されません。）

お住まいの町内会の指定のごみボックスに出す。他の町内会で出さない。
（ごみボックスは、各町内会で維持管理しているため）

生ごみに水切りネットを入れない。穴空きビニールは可。
（水切りネットは燃えるごみとして捨てる）

１個のごみ袋の重さはおおむね 10kg 以下にする。
（袋が破けやすくなるた
め）量がたくさんある場合は小分けにして出す。袋に入りきらないものは
粗大ごみとして出す。
ごみは指定の有料袋に入れて出す。
ペットボトル等はキャップとラベルを外し、中をすすいでから捨てる。
※分別方法は、ごみ分別辞典（平成 29 年度改訂版）により再確認してください。
（分別方法が一部変更となっているものがあります。）

回収されずに残ったごみは、出した人が責任を持って持ち帰り、きちんと分別をし
てから出し直してください。

ごみの飛散・落下防止を徹底してください。
北空知衛生センター組合周辺及び近隣市町において、ごみ運搬中に飛散・落下したと思われるご
みが見受けられます。
ごみを道路に落とすと交通の妨げとなり事故を誘発するだけではなく、近隣住民への迷惑にもな
ります。ごみ捨て場や処理施設へごみを搬入する際は袋の口をしっかり縛る、荷台にシートを被せる、
ロープで固定するなどしてごみの飛散・落下防止に努めるようお願いいたします。

お問い合わせ

役場住民課総合窓口グループ（電話：３３－２１１１ 内線 43）
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いきいきちっぷ'Ｓ

秋の住民健診

申し込みはお済みですか?

今年度の住民健診の申込みはお済でしょうか？
住民健診は、「全検査を無料で受けられる」「１０種類以上の検査項目を単独でもセット
でも選んで受けることができる」などメリットがたくさんあります。また、待ち時間を利
用した「骨チェックや栄養情報コーナー」では、お得な健康情報が満載です。

≪日程≫

１０月１９日（木）・２０日（金）
午前

午後

一般（男女可）

19 日（木）

（乳・子宮以外の検査ＯＫ）

女性のみ

女性の日

（胃・歯科以外の検査ＯＫ）

20 日（金）

（すべての検査ＯＫ）

≪受付時間≫

午前：７時00分～11時00分

≪場

老人福祉センター

所≫

検査項目
健
康
診
断

が
ん
検
診

そ
の
他

午後：１時30分～２時30分

対象年齢

わかば健診

30 ～ 39 歳

健康充実健診

40 ～ 74 歳
町国保に加入している方

ゴールド健診

75 歳以上

肺がん検診

40 歳以上

胃がん検診

40 歳以上

大腸がん検診

40 歳以上

前立腺がん検診

50 歳以上の男性

子宮がん検診

20 歳以上の女性

乳がん検診

20 歳以上の女性

ピロリ菌検査

30 歳以上

エキノコックス検査

小３以上の希望者

肝炎検査

検査歴のない希望者

歯科健診

20 歳以上

それぞれの項目を単独
でもセットでも受診で
きます。

人間ドックの
申込みも受け付けて
います。
冬受診の予約が可能
です。

お申込みがまだお済みでない場合は、下記担当までご連絡ください。
お問い合わせ

役場住民課保健指導グループ 電話 ３３－２１１１（内線47）
F A X ３３－３４６６
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寿

けっこん おめでとう
町内名 氏
名

中央西 德永 明紀
中央西 河村 愛生

父の名

おめでとう

名

陵

おたんじょう

氏

喜生

町内名

横山
き い

旭

典行

たつき

樹

年齢

鈴木

名

歳

旭

氏

今川 定吉

おくやみもうしあげます

町内名

旭
（敬称略）

74

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２９年
８ 月 末 日
現在
８月中の動き

人

口 ２,４３０人 ( ー ２人)
男 １,１４１人 ( ± ０人)
女 １,２８９人 ( ー ２人)
世帯数 １,１１５戸 ( ー １戸)
出生
転入

２人 ・ 死亡
３人 ・ 転出

２人
５人

秩父別町職員（保健師）募集のお知らせ
１．職種及び募集人員

保健師１名 【採用時期：平成 30 年４月１日】

２．応募資格（次の全てを満たす方）
（１）保健師免許を有する方（卒業見込者で保健師免許取得見込者含む）
（２）普通自動車運転免許を有する方（取得予定も含む）
（３）平成４年４月２日以後に生まれた方 （４）町内に居住できる方
３．応募方法
役場総務課に備え付けの申込書に署名捺印し、平成 29 年 10 月 27 日（金）までに次
の書類を添えて提出してください。
①自筆の履歴書（写真貼付）②保健師免許証の写し（又は卒業見込証明書）
③運転免許証の写し（取得予定者は不要）④住民票（町外在住者のみ）
４．採用試験
（１）面接試験により採用者を決定します。（２）試験日は後日応募者に通知します。
お問い合わせ

役場総務課総務グループ

知っていますか ?

建 退 共 制 度

建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。
事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛け
金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建
設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金
を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。
加入できる事業主

建設業を営む方

対象となる労働者

建設業現場で働く人

掛

日額３１０円

金

建退共のホームページに、制度説明用動画、Ｑ＆Ａな
ど建退共制度の知りたい情報が記載されています。
ぜひ、アクセスしてご覧ください !!

電話 ３３－２１１１（内線31）

★ 特 長 ★
◎ 国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡
単です。
◎ 経営事項審査で加点評価の対象となります。
◎ 掛金の一部を国が助成します。
◎ 掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個
人では必要経費として扱われ、税法上全額非課税
となります。
◎ 事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
算されます。
詳細についてはお問い合わせください。
■お問い合わせ
建退共北海道支部 ☎０１１－２６１－６１８６
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