広報ちっぷべつ
平成３０年１１月

４

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
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食べムラや味の好き嫌いが出てくる２歳児の
保護者に、子供が食べやすい食事を学んでもら
おうと、生き活き館で幼児食教室が開かれまし
た。アンパンマンの形に盛り付けられたご飯を
見て、子供たちはにっこり笑顔になりました。
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秩父別小学校で学芸会が行われ、児童たちは
この日のために練習してきた劇や演奏などを発
表しました。最後には全校児童による合唱「こ
いぬのうんち」を披露し、会場を訪れた大勢の
保護者などから大きな拍手が送られました。

中央西町内の田丸政彦さんが耕作する水田
で、小学５年生の児童が稲刈り体験を行いま
した。
５月の田植え体験の際に自分たちで植えた稲
を、鎌を使い上手に刈り取っていました。
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田舎の親戚主催により、市民農園「なつみの
里」で冬囲いなどの環境整備が行われました。
作業が終わったあとは、感謝祭が行われ、利
用者は今シーズンの「なつみの里」での生活を
振り返りながら交流を深めました。

サウンドフェスタ主催（中原隆賢代表）の「お
てららいぶ」が大聖寺で開催され、数珠トリオ
やブラックボトムブラスバンドによる演奏が行
われました。最後の曲は秩父別中学校吹奏楽部
なども加わり、盛大な演奏となりました。
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町特産品のブロッコリーが使用された「ちっ
ぷべつ緑のナポリタン」が15日に小学校、16日
には中学校でご当地給食として提供されました。
生徒達は美味しそうに頬張りながら、いつも
とは違う給食を楽しんでいました。

北海道総合防災訓練との合同開催で秩父別町
防災訓練が老人福祉センターで行われました。
参加した31名は、深川警察署の講話やＡＥＤ
の講習、ダンボールベッドの組立体験など、災
害時の心構えなどを学びました。
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町農業委員会（川上会長）による新米試食会
が開催され、今年の新米ゆめぴりかの味を確か
めました。新米のほかバランスのとれた副食も
用意され、副食を調理した栄養士の赤松さんか
ら栄養バランスに関する講話がありました。

スーパー秩肥（肥料）秋の販売を行い、予約
された方に配送及び引渡しを行いました。
浄化センターから出る汚泥を利用して製造さ
れており、購入した方は主に家庭菜園や花壇の
土作りなどで使用されています。

10
28

10
30
こども園ひまわり組の園児が、事業所などを
回るハロウィンイベントが行われました。園児
たちは「トリックオアトリート（お菓子をくれ
ないといたずらしちゃうぞ）」と元気よく唱え、
職員からお菓子をもらっていました。

「秩父別住みます芸人プロジェクト」の一環
として、札幌よしもと所属で落語家の桂三段さ
んが、交流会館で落語を披露しました。
「住み
ます芸人」にちなみ、秩父別に移住を考える男
性を題材として会場を沸かせました。
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マナビっぷ情報

マナビっぷ情報

宮西達也先生講演会
〜 著名な絵本作家が図書館で講演 〜

10月８日（月・祝）、図書館で宮西達也先生
を講師に招いて講演会を行いました。宮西先生
は「おまえうまそうだな」
、「おとうさんはウル
トラマン」などの作者で、作品が映画化される
など全国的にも著名な絵本作家です。
当日は町内外から集まった参加者に、プロジ
ェクターに絵本を映し出しての読み聞かせや、
絵本に出てくるキャラクターのハンドパペット
（ぬいぐるみ）を使ったミニコントなどを披露
していただきました。

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◆

スラックライン教室開催
〜 小学生がニュースポーツ体験 〜

最初は補助をしてもらい
感覚を掴みます。

10月28日（日）
、北海道主催のスポーツ王国
北海道スポーツチャレンジ教室の一環として
「スラックライン教室」がスポーツセンターで
開催されました。スラックラインとは、幅５cm
のラインの上でバランスをとりジャンプ、ター
ン、ポーズなど様々な技にチャレンジする競技
で、体幹トレーニングとしても注目されている
ニュースポーツです。
当日参加した小学生たちは、指導員のアドバ
イスを受けライン上で悪戦苦闘しながらも、１
時間程の練習で見る見る上達していました。
また、教室の後には保護者のみなさんにもス
ラックラインを体験していただきました。

第41回老人オリンピック開催
〜 僅差の勝負になりました 〜

お世話になった指導員の
みなさんと記念撮影
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小一時間の練習で、
このとおり！

接戦の中、最終種目の
「紅白玉入れ」～力が入ります！

10月９日（火）、町老人クラブ連合会主催に
よる老人オリンピックがスポーツセンターで行
われました。
「赤組」（日の出・旧新盛・中央西・駅前）、「白
組」（筑紫・屯田・西栄）、「青組」（旧北部・南・
中央東・旭）の３チームに分かれて「スカット
ボール」や「紅白玉入れ」など、計６種目で、
白熱した戦いが繰り広げられました。
今年は、１位～３位までそれぞれ１点差の接
戦でしたが、青組が見事優勝を果たしました。
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スポーツセンターでハロウィンイベント開催
〜 Malice

in

Chippubetsu

Land

2018.10.20 〜

ゲームコーナーの様子
（ネズミ退治ゲーム）
「トリックオアトリート」
はじめるよ！

ご協力いただいた
ボランティアのみなさん

10月20日（土）
、町内の子どもたちを対象とし
て、スポーツセンターの２階全てを使用して「マ
リス イン チップベツ ランド」と題し、昨年に
引き続きハロウィンイベントを開催しました。
当日は、約120名の子どもたちと保護者が来場
し、会場は大いに賑わいました。
会場には「お化け屋敷」、
「ゲームコーナー」、
「フ
ェイスペイント」、「工作コーナー」
、「写真コー
ナー」等のブースがあり、参加した子どもたちは、
思い思いのブースで楽しんでいました。特に「お
化け屋敷」は昨年から怖さが倍増し、大人でも
普通に怖い出来栄えでした。
また、「トリックorトリート（いたずらか？お
菓子か？）」タイムでは、ナタリーのルール説明
の後、会場に３か所設置されたポイントで、子
どもたちは元気に「トリックorトリート！」と
叫んでお菓子を嬉しそうにもらっていました。
今年のイベントも昨年同様に、本町ＡＬＴ（英
語指導助手）のナタリーが中心となり、近隣市
町のＡＬＴや本町小中学校教員、ナタリーが指
導する「英会話サークル」に所属する町民方な
どたくさんのボランティアのみなさんの協力で
実施することができました。ありがとうござい
ました。

図 書 館 だ よ り
図書館では10月27日（土）に読書週間にちなん
で、
「絵本おはなし会」のスペシャル版を開催し
ました。
この日は絵本の読み聞かせや布遊具・布絵本製
作サークル“ぷちパンプキン”による人形劇「ヘ
ンゼルとグレーテル」が公演され、参加した子ど
もたちは楽しいひとときを過ごしていました。

ぷちパンプキンによ
る人形劇の様子

★図書館情報局★
～絵本おはなし会スペシャル「みんなきてくれてありがとう！」～

○●図書館 DE NIGHT『大人な夜長の朗読会』の開催について●○
11月16日（金）
、深川市朗読サークル「朗読会 かがやき」のみなさんと図書館職員で朗
読を行います。いつもと雰囲気の違う図書館で、朗読を聞きませんか？みなさんのお越しを
お待ちしています。 ■とき～11月16日（金）午後７時から
■ところ～図書館ホール

◆ マナビっぷ情報に関するお問い合わせ先 ◆
教育委員会 教育グループ 【電話３３－２５５５
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名

歳

年齢

!!

平成３０年
10 月 末 日
現在
10月中の動き

人

口 ２, ４２４人(＋４人)
男 １, １３６人(＋２人)
女 １, ２８８人(＋２人)
世帯数 １, １２３戸(＋４戸)
出生
転入

０人 ・ 死亡
１０人 ・ 転出

10 月 14 日生まれ

１人
５人

お姉
ちゃ
ん
と
遊ぶ
大 のが
好
きで
す

いつ
も
元気
いっ
ぱ
いで
す

未菜ちゃん
ママ
沙保 さん
（ 中央西 町内 ）

氏

笹島 鉄男

板東

な

おくやみもうしあげます

栄

10 月 14 日生まれ
み

町内名

東
（敬称略）

84

●○ 戸籍の窓 ○●

ななみ

!!
七海ちゃん
ママ 沙也加 さん
（ 筑紫 町内 ）

吉田

北海道日本ハムファイターズ
2018 秩父別町応援大使トークショーのご案内
秩父別町応援大使の渡邉諒選手・鍵谷陽平選手が、秩父別町の皆さんに会いに来ます！
当日は、両選手によるトークショーや直筆サイン入りユニフォームなどが当たる抽選会な
どが行われますので、参加ご希望の方は役場企画課企画グループまでお申し込みください。
▲▲▲▲

日
時
会
場
募集人数
応募方法

▲▲

応募締切
そ の 他

11 月 21 日（水）16：15 ～１時間程度（15：30 開場）
ファミリースポーツセンター２階大会議室
２００人（町民限定・参加無料）
申込書に必要事項を記入のうえ、持参、郵送、ＦＡＸのいずれかで提出するか、
電話でも申し込みが可能です。申込書は役場企画課で配布または町ホームペー
ジからダウンロードすることができます。
11 月 16 日（金）
・応募者多数の場合は抽選となる場合があります。
・落選の場合は 11 月 20 日までに代表者の方に電話等でお知らせします。
・１人の申し込みでまとめて５人まで応募が可能です。（重複不可）
・当日 15 時からスポーツセンターで代表者の方に入場券をお渡しします。
・秩父別町民であることをご確認させていただく場合があります。

◆申込先・お問い合わせ 役場企画課企画グループ 電話 33-2111（内線 72）ＦＡＸ 33-3466
■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１１月９日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

