広報ちっぷべつ
平成３０年９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

８

34

秩父神社境内忠魂碑前で戦没者追悼式が行わ
れました。遺族や来賓の方々が慰霊の言葉と平
和の誓いを述べたあと、参列者全員で献花を行
い、戦争で尊い命を落とされた方々の安らかな
ご冥福を祈りました。

８

８
７

７

秩父別墓地内で万霊供養塔慰霊祭及び開拓草
創期物故者諸精霊慰霊祭が行われました。
明治43年に町内に点在していた墓地を現在の
墓地に集約した際の所在不明者や、無縁仏と
なった祖先の供養をしました。

こども園くるみで七夕まつりお楽しみ会が行
われました。
会場では色とりどりの浴衣を着た子ども達が
元気に盆踊りを踊ったあと、先生方や父母の会
による露店でお祭り気分を味わいました。

８

８
18

17

町観光協会主催の「ちっぷ納涼盆踊り大会」
がふれあいプラザで行われました。
子どもの部と大人の部に分かれ、やぐらを囲
みながら太鼓の音色にあわせて踊り、暑い夏の
夜を楽しました。

元プロ野球選手の立石尚行さんと市川卓さん
をコーチに招き、町内日ハム後援会主催の野球
教室がふれあいプラザで行われました。
参加した管内の中学生20名は、真剣な表情で
指導を受けていました。
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８

８
23

18

老人福祉センターでふれあい・いきいき広場
が行われました。
参加者は駐在所の川口所長から架空請求詐欺
にあわないよう講話を受けた後、ペットボトル
ボウリングや体操などを楽しみました。

まちづくり協働体（東敏治代表）が一般参加
者を募り、秩父別墓地で清掃作業を行いました。
墓地内に残された仏花や供物等をきれいに片付
けたあと、周辺のゴミ拾いを行い、先祖が眠る
場所をきれいにしました。

８

８

25

26

野球を通じて交流を深めようと、中学校野球
部や秩中ＯＢの野球チーム、ＪＡ北いぶきと役
場の野球部が集まり、第３回フレンドシップ杯
が行われました。雨によりソフトボールの代替
開催となり、中学校野球部が優勝しました。

担い手確保事業として道が主催する「農業お
試しツアー」が町内で行われ、道内の大学生２
名が参加しました。８月23日から３日間の日程
で、農業機械の見学やミニトマトの収穫などを
体験しました。

８
31

８
31
滝の上水源地で秋の水天宮祭・断水式が行わ
れました。祝詞奏上のあと、境谷土地改良区理
事長や来賓・役員の方々による玉串奉てんが行
われ、五穀豊穣と収穫までの間の無事を祈願し
ました。

男性に栄養バランスの取れた食事作りを学ん
でもらおうと「うまい！男めし教室」が生き活
き館で開かれ、４名の方が参加しました。
家庭料理の定番「肉じゃが」を作った後、卵と
じやカレーへのアレンジメニューを学びました。
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マナビっぷ情報

公民講座開催

マナビっぷ情報

〜 マンドリンコンサート 〜

８月11日（土）スポーツセンター体育館で公
民講座「マンドリンコンサート」を開催しまし
た。この公演は、小樽商科大学プレクトラムア
ンサンブルの学生が毎年この時期に地方公演を
行っており、今年は岩見沢方面の公演の一環と
して、町教育委員会主催の「公民講座」で開催
することとなりました。
コンサートは２部構成となっており、第１部
は「涙そうそう」など馴染みのある曲で構成さ
れ、第２部はマンドリン演奏の王道とされる曲
など、合わせて全10曲を披露しました。

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 〜

７月30日～８月２日及び８月６日の５日間の
日程で、子どもたちが長期休み中望ましい生活
習慣を定着させることを目的に「朝活」を実施
しました。
参加者は毎朝８時に集合し、まずラジオ体操
からはじまり、ミニレクや読書（自習）を行っ
た後、小学校の「ジャンプアップ教室（夏期補
習）」や「水泳教室」に参加しました。
また、２日（木）には郷土学習として、プロジ
ェクターの大画面で本町の足跡を鑑賞しました。
朝活は毎回、元気にラジオ
体操からスタート！

第53回町民ソフトボール大会
〜 ６町内会120名が参加 〜

映画館のような雰囲気で、
秩父別町の足跡を鑑賞

３試合で３本のホームランを記録し
た旭町内の強力打線！
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小学校でのジャンプアップ
教室（夏期補習）の様子

８月19日（日）
、ふれあいプラザで町体育協
会主催による第53回町民ソフトボール大会が開
催されました。
当日は６町内会120名の参加があり、合計４
本のホームランが飛び出す熱戦が続き、大いに
盛り上がりました。結果は、以下のとおりです。
◆優 勝
旭町内会
◆準優勝
中央西町内会
◆第３位
中央東・駅前町内会
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マナビっぷ情報

水泳教室を開催

アドベンチャー・イン・ちっぷべつ

〜 楽しく安全に水に親しむ 〜

〜 小学５・６年生が宿泊研修 〜

７月30日～８月２日及び８月６日の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。
小学生の部最終日には、万が一に備えて着衣
水泳を実施し、衣服が濡れたときの重量感や動
きにくさを体感しました。
また、今年も昨年に引き続き、水泳教室が始
まる前に奉仕活動として小学生たちが会場とな
るＢ＆Ｇ海洋センターの周りのゴミ拾いを行い
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、自転車で「北小学校跡」や「屯田
兵共同井戸跡」の遺跡を巡りながら雨竜川へ行
き、化石発掘体験をしました。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、アクティブに活動した前日とは打
って変わって、大光寺で梅澤住職による座禅体
験と町内講師による茶道体験で心を整えた後、
消防署で各種消防車輛等の説明を受けました。
化石発掘体験の様子

水に浮く練習の様子
茶道体験の様子

ゴミ拾いの様子

図 書 館 だ よ り
★夏の工作教室を開催～上手にできたかな？～
８月３日（金）に、夏の工作教室が行なわれ、ストローや
紙コップを使った「おしゃべりカエル」を製作しました。可
愛らしく創意工夫の施されたカエルが完成し、ゲコゲコ♪と
鳴らして楽しんでいました。

★おはなし隊がやってきました！
８月３日（金）、本の楽しさを伝えるため、各都道府県を
訪問している「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」のキャラ
バンカーが、秩父別町図書館にやってきました。キャラバン
カーの見学や、おはなし隊長さんによるおはなし会が開催さ
れ、楽しいおはなしの時間を過ごしました。

◆ 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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【リサイクル市】の開催

リサイクル品を抽選販売します
粗大ごみや燃えないごみとして搬入されたソファやタンスなどの家具や日用品の中から、再利用
可能なものを簡易修繕・清掃し、リサイクル品として抽選販売します。
◆展示・リサイクル品申込み
日時 10 月 10 日（水）〜 10 月 16 日（火） 午前 9 時〜午後 4 時
会場 北空知衛生センター組合 リサイクルプラザ２階（深川市一已町）
◆主なリサイクル品
・タンス ・食器棚、整理棚
※販売価格は 200 円〜

・椅子、ソファ

・テーブル、机

など

◆申込方法
展示会場で抽選の申込みをしてください。
本人確認ができるもの（運転免許証や保険証など）を提示していただきます。
◆購入資格
北空知管内（１市４町）在住の方
◆抽選（公開抽選）
日時 10 月 18 日（木） 午前 10 時 30 分〜
会場 北空知衛生センター センター内会議室
◆購入者の決定
10 月 26 日（金）以降に、当選者に郵送で通知します。
◆品物の引渡し日時
11 月４日（日） 午前 9 時〜正午
※代金納付後に各自で搬出してください。
◆その他
郵送や電話での申し込みは受け付けていません。
お問い合わせ

北空知衛生センター組合

電話 ２３－３５８４

平成30年住宅・土地統計調査を実施します
総務省統計局（北海道・秩父別町）では、10 月１日（月）現在で住宅・土地統計調査を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約 370 万世帯の方々を対象とした
大規模な調査です。調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、
耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されます。
調査期間中に調査対象となった世帯の皆様には、統計調査員がインターネット回答用の書類を配
布しますが、インターネットで回答ができない場合は、後日調査員が紙の調査票を配布しますので、
ご協力をお願いいたします。
お問い合わせ

役場総務課総務グループ
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電話 ３３－２１１１（内線34）
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税務署からのお知らせ

消費税の軽減税率制度に関する説明会の開催について
2019 年 10 月に実施される、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
【内

容】 ①軽減税率制度の概要
（軽減対象品目、帳簿・請求書等の記載方法、税額計算など）
②適格請求書等保存方式（インボイス制度）の概要
③軽減税率制度へ対応するための中小事業者への支援措置について

【対象者】

全ての事業者の方

【日

時】

10 月３日（水）15 時～ 16 時

【会

場】

秩父別町商工会

【主

催】

深川税務署・秩父別町・秩父別町商工会

２階集会室

◆申込・お問い合わせ先
説明会に参加される場合は次の申込先に９月 26 日(水)までに電話またはＦＡＸで
お申込みください。
秩父別町商工会 ＴＥＬ ０１６４－３３－２４５９
ＦＡＸ ０１６４－３３－２２１６

労働局から事業主の皆さまへお知らせ

「働き方」が変わります！！
2019 年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます。
働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を
総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわら
ない公正な待遇の確保等の措置を講じます。

１

時間外労働の上限規制（月 45 時間、年 360 時間）が導入されます！
〈施行：2019 年４月１日〜

２

※中小企業は 2020 年４月１日〜〉

年次有給休暇の確実な取得（毎年５日、時季を指定）が必要です！
〈施行：2019 年４月１日〜〉

３

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差（基本給や賞与など）が禁止されます！
〈施行：2020 年４月１日〜

※中小企業は 2021 年４月１日〜〉

◆詳細は北海道労働局ホームページまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
北海道労働局ホームページ
→ https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei̲
seido̲tetsuzuki/koyou̲kintou/hourei̲seido/̲120025.html
厚生労働省ホームページ
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000148322.html
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けっこん おめでとう
名
町内名 氏

寿

翔也
泉美

深川市 徳武
中央西 神尾

寿

祐次

おめでとう
名 父の名

あおい

葵

中央西 工 藤 寿 也
中央西 馬内 さやか

おたんじょう
町内名 氏

中央東 幅口

歳
歳
歳

おくやみもうしあげます
名
年齢
町内名 氏

中央西 髙橋
信男
貞良
中央西 青木
筑 紫 山田 美代惠

（敬称略）

89 93 76

アンの秩父別タイ在記

●○ 戸籍の窓 ○●
平成３０年
８ 月 末 日
現在
８月中の動き

人

口 ２,４２０人(＋６人)
男 １,１３５人(＋４人)
女 １,２８５人(＋２人)
世帯数 １,１２０戸(＋１戸)
出生 １人 ・ 死亡
転入１２人 ・ 転出

２人
５人

毎月連載！

Vol. ３「秩父別町のＰＲinひまわりの里」
８月６日から８月17日まで北竜町のひまわりの里で仕事をしました。
仕事の内容は英語・タイ語の通訳をしたり募金活動の手伝いをしながら、秩父別町をPRす
ることです。私は子供連れのお客様に秩父別町のキュービックコネクションを紹介しました。
子供たちはパンフレットの写真を見るだけで、満面の笑みをうかべ興味を持ってくれました。
お客様の４割は外国の方だと感じました。バスツアーやレンタカーを借り、マレーシアやシン
ガポール、香港、韓国、台湾、タイ、インド、オーストラリア等の国や地域からの来場で、久し
ぶりにタイ語で喋る懐かしい機会もありました。
今回の経験を通じて、北竜町の優しい皆さん
にも出会うことができました。
また、北竜町のＡＬＴであるセルさんという
フィリピン人の女性と友達になりました。
彼女の英語は分かりやすく、発音も綺麗で、
明るくとても素敵な人でした。
毎日、風が強くても、雨がひどくても、咲き
続けるひまわりのように、自分も何があっても、
乗り越えられるように頑張りたいと思いました。
これからも様々な機会で秩父別をＰＲしてい
きたいと思います。
ひまわりの里で北竜ＡＬＴセルさんとボランティアの方々と

午後１時～４時
相談時間：１件30分
開催場所：妹背牛町老人福祉センター
妹背牛町字妹背牛5200番地
予約窓口：妹背牛町役場（住民課）
０１６４－３４－２４１１
そ の 他：秩父別町に在住している方でも
予約可能です。

平成 年９月１日付けで、職員の新
規採用がありましたのでお知らせい
たします。

開催日時：平成30年10月22日（月）

職員新規採用のお知らせ
▽建設課建設グループ主査（建築）
小西 真一

旭川弁護士会巡回
無料法律相談のお知らせ

■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３０年９月７日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス
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