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第44回秩父別町総合文化祭
〜日頃の活動の成果を発表〜

第44回秩父別町総合文化祭が11月２・３日の
両日、ファミリースポーツセンターを主会場に
開催されました。展示会場では、書道や手紡ぎ
など各サークルから日頃の成果である作品が数
多く出展されました。
３日午前11時から中学校吹奏楽部による演奏
やピアノの発表、午後からはカラオケやダンス、
詩吟、フラダンス、獅子舞などの芸能発表が行
われ、客席から幾度となく大きな拍手がおくら
れていました。

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◆

町民ミニバレーボール大会
〜随所で若い力が活躍しました〜

各サークルの作品展示の様子

11月19日（日）、ファミリースポーツセンタ
ーにおいて町体育協会が主催する「町民ミニバ
レーボール大会」が開催されました。
当日は、男女ともに６町内会（一部混成チー
ム）の参加があり、それぞれＡ・Ｂクラスに分
かれて対戦し、互いに親睦を深めながら爽やか
な汗を流しました。
男子Ａクラス
男子Ｂクラス
女子Ａクラス
女子Ｂクラス

優勝：中央西
優勝：中央東
優勝：旭
優勝：筑紫

準優勝：旭
準優勝：中央西
強豪チーム同士の対戦は、一進
一退の攻防が続きました

社交ダンスの舞台発表
（ローズダンスクラブ）

〜第６９回〜
秩父別町成人式
次代を担う若人を祝福する「第69回
秩父別町成人式」を、次のとおり開催
いたします。
本町に住民登録されている方、並び
に町外居住者で参加申込をされた方に
つきましては、12月中旬に本人又は町
内自宅等に成人式の案内文書を送付い
たします。
なお、ご不明な点がございましたら、
教育委員会までお問い合わせください。

≪成人式日程≫
◆日
◆会

時
場

◆日

程

平成３０年１月６日（土）
式 典～ファミリースポーツセンター
交流会～交流会館
受
付 １３: ００～１３: ３０
式
典 １４: ００～１５: ００
交 流 会 １５: ００～１６: ００

◆対象者
①平成９年４月２日～平成10年４月１日に出生
した方で、本町に住民票のある方
②上記生年月日の方で、就職・進学などで現在
町外に居住し、本町の成人式に参加を希望され
る方
◆お問い合わせ
教育委員会教育グループ（社会教育）
電話３３－２５５５
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大人な夜長の朗読会

スキー教室参加者募集

〜夜の図書館で開催しました〜

〜スキーの基礎を学びます〜

11月10日（金）、午後７時から図書館で、
「図
書館 DE NIGHT 大人な夜長の朗読会」を開催し
ました。
当日は、30名程の町民が図書館を訪れ、深川
市の朗読会「かがやき」のみなさんによる「耳
なし芳一のはなし」など２作品の朗読のあと、
図書館職員による「ヤクーバとライオン」など
３作品の朗読を落ち着いた雰囲気の中で楽しん
でいました。

小学１年生～３年生を対象に「少年スキー教
室」を次のとおり開催します。
スキーの基礎を学び、楽しく滑りませんか？

悪天候の中、多くの方に
ご来場いただきました

★図書館情報局★

≪少年スキー教室日程≫
◆日

時

◆場 所
◆講 師
◆内 容
◆対 象
◆持ち物
◆申込み
◆その他

平成30年１月10日(水) ～12日(金)
10:00～15:00
沼田町営高穂スキー場
全日本スキー連盟指導員 菅井氏外
スキー操作の基礎･基本
町内在住の小学１年生～３年生
スキー用具一式、昼食
小学校で配付した申込書を担任の先
生に提出してください。
リフト代は参加者負担になります。

※詳細は、12月中旬に担任の先生を通じて各児
童に案内文書を配付します。

図 書 館 だ よ り

《第２５回読書感想画コンクール作品募集》〜みんなの応募待ってます！
図書館では、本を読んで心に強く感じたことを絵に描いてあらわす「第25回読書感想画
コンクール」を実施します。
応募対象は、幼児から小学校６年生までです。たくさんのご応募をお待ちしています。
《応募内容》
○部 門：幼児の部、小学校1・2年生の部、小学校3・4年生の部、小学校5・6年生の部
○内 容：図書館で借りた本を読んで、心に強く感じたことを絵に描いてください。
○締切り：平成３０年１月２１日（日）
○その他：応募した皆さんには、もれなく賞が贈られます。

《クリスマスおたのしみ会のお知らせ》

図書館では、
12月16日（土）午後１時30分から「クリスマスおたのしみ会」を開催します。
絵本の読み聞かせやペープサート・工作のほか、布遊具・布絵本製作サークル「ぷちパン
プキン」さんも参加して楽しいお話が盛りだくさんの内容になっています。皆様の参加を
お待ちしています。
○申込締切 １２月１２日（火）まで

《ふれあいギャラリー

作品募集します》

手芸や工芸など物づくりの大好きな方、ぜひ作品を図書館の「ふれあいギャラリー」へ出
展してみませんか？町民の方なら誰でも参加できます！皆さんの参加お待ちしております。
○受付期間 平成２９年１２月１９日（火）～平成３０年２月１１日（日）

【問い合わせ】
：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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資源ごみの分別にご協力お願いします

ごみ出しルール

皆さんから出された資源ごみや粗大ごみ、燃えないごみの鉄くずや小型家電などは北空知衛生セ
ンターに搬入後、資源物として売払され、平成 28 年度のリサイクル収入は１市４町で約 2,550 万
円になりました。このうち秩父別町には、資源ごみ搬入量の割合により約 192 万円（全体の約 7.5％）
が配分されています。ごみと資源ごみを分別することで、資源は再利用され、ごみ量は減少し、分
別されたごみは焼却効率もよくなり、焼却炉の寿命や埋立地の延命につながりますので、資源ごみ
の分別にご協力お願いします。

資源ごみの分別について
●紙資源ごみ
紙等の資源ごみは４分類に分別し、紐で十字に縛って出す。著しく汚れているものは「燃
えるごみ」として出す。（新聞は専用のビニール袋でも可）
ダンボール類
新聞紙類
雑誌類
紙パック類

ダンボール・板紙・厚紙・紙箱類（菓子箱、化粧箱、薬・文房具・衣
類などの紙箱）
新聞、チラシ、コピー用紙
雑誌、書籍、カタログ、パンフレット、包装紙、封筒、紙袋など
飲料用紙パック
※中がアルミコーティングされている紙パックは「燃えるごみ」

●空きビン、空き缶
必ず中をすすぎ、ごみボックス内のネット・コンテナに分けて入れる。著しく汚れている
ものは「燃えないごみ」
※ビールビン・一升ビンは販売店へ返却するか、毎週月曜日に車両センター（消防署西側）
で行っている資源ごみの受入に出す。

●ペットボトル
必ずキャップ・ラベルを取り除き、中をすすいでから透明な袋（買い物袋など）に入れて出す。

●白色トレイ
洗浄後、透明な袋に入れて出す。
※汚れているもの、色柄つきのもの、梱包用の発砲スチロールは「燃えるごみ」として出す。

分別が徹底されていないため、回収されないまま残っているごみが多く、収集日のごみが収容
しきらない、維持・管理している町内会や地域の方々が片付けなければならないなど周囲へ多大
な迷惑をかけています。各戸に配付したごみ分別辞典（平成 29 年度改訂版）で分別方法を再確
認し、決められた収集日の午前８時 30 分までに出すようにしてください。

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、分別し直してください。
◆お問い合わせ

役場住民課総合窓口グループ
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不動産登記、商業・法人登記の登記事項証明書等は

オ ン ラ イ ン によるか ん た ん 証 明 書 請 求 がお 得 で す 。
＜オンライン申請することのメリット＞
・自宅やオフィスなどから、オンラインによる申請・請求を行うことができます。
・平日２１時まで請求手続きをすることができます。
・手数料１通６００円が５００円で証明書を取得することができます。
（オンラインで請求して、窓口で交付を受ける場合は、４８０円）
（料金はゆうちょ銀行ＡＴＭ又はネットバンキング決済）
■登記事項証明書の請求は『かんたん証明書請求』で！！■
→ 環境設定、電子署名不要
→ インターネットのステップに従うだけで、かんたんに請求が可能

①

③
②

＜オンラインによる証明書等の申請方法＞
①インターネットの登記供託オンライン申請を開き、
「かんたん証明書請求」をクリック！
②申請者ＩＤ・パスワードを入力！
③請求したい手続の申請書をクリック！ 後は、ナビゲーション機能に従って申請開始！
※ご利用には、事前に申請者情報の登録を要します。
※印鑑証明書を請求する場合は、申請用総合ソフトをご利用ください。

「登記・供託オンライン申請システムホームページ」にアクセスを！
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
◆お問い合わせ

旭川地方法務局

登記供託ねっと

０１６６－３８－１１１１（代表）
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年齢

おくやみもうしあげます

名

氏

町内名

歳

歳

歳

文子

山上 さと子

歳

歳

東 栄 原田

中央西

髙数後 重雄

中央東 早川 憲生

前

駅

中央西 上平 勝二郎

（敬称略）

94 77 89 83 87

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２９年
1 1 月 末 日
現在
11月中の動き

人

口 ２，
４３５人 ( ± ０人)
男 １，
１４３人 ( ± ０人)
女 １，
２９２人 ( ± ０人)
世帯数 １，
１２０戸 ( ＋ ４戸)
出生
転入

０人 ・ 死亡
８人 ・ 転出

６人
２人

北海道日本ハムファイターズ 2018 応援大使が決定！！
わたなべ

か ぎ や ようへい

りょう

秩父別町の

★渡邉 諒 選手

応援大使

背番号 ２３
ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 内野手

★鍵谷陽平 選手
背番号 ３０
ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ 投手

北海道日本ハムファイターズが北海道 179 市町村を全力で応援する企画、「北海道
179 市町村応援大使 2018」に秩父別町が当選しました。
11 月 26 日、札幌ドームで行われたファンフェスティバルで、
「北海道 179 市町村
応援大使 2018 抽選会」が開催され、秩父別町には、渡邉諒選手・鍵谷陽平選手の就
任が決定しました。来年 1 年間、両選手が秩父別町の応援大使として、まちのＰＲ
や地域活性化などのお手伝いをいただき、様々な取組を行っていきます。
■お問い合わせ

役場企画課企画グループ

今月は町税等(第４期)
の納期です
12 月 25 日（月）は、町税等（町道民税・
固定資産税・国民健康保険料）の第４期
の納期限です。納め忘れのないようにし
ましょう。
また、第１期から第３期までの町税等
を納められていない方は、早急に納めま
しょう。

３３－２１１１（内線 71）

北海道電力からのお願い
○今冬は、電力の安定供給に最低限必要な
供給予備力３％以上を確保できる見通し
ですが、お客さまにおかれましては、引
き続き「無理のない範囲での節電」にご
協力いただきますようお願いいたします。
○詳しくは、ほくでんホームページをご
覧ください。
ほくでん 節電

検索

◆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）

■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
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■印刷／（株）テラックス

