まちのわだい
広報に掲載した写真をご希望の方、広報誌に関するご意見、
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。
※写真は電子メールによる提供も可能です。
・電 話 ３３－２１１１（内線 34 番）
・メール kouhou@chippubetsu.jp

11
11

冬の交通安全運動
街頭啓発

冬の全国交通安全運動にあわせて、役場交
差点前で交通安全街頭啓発が行われました。
町交通安全協会や交通安全指導員会、地域
防犯パトロールの方などが街頭に立ち、登校
する小学生や中学生、通勤途中のドライバー
に交通安全を呼びかけました。

11
11

小学校ご当地給食
緑のナポリタン登場

町内産のブロッコリーとトマトジュース
「あかずきんちゃん」使用のご当地グルメ
「ちっぷべつ緑のナポリタン」が「ご当地給食」
として小学校で提供され、児童たちは美味し
そうに頬張り、いつもとは違う給食を楽しみ
ました。

11
16

サークル活動の成果発表
老人福祉センターまつり

日頃の生きがいと健康づくりのため活動し
ている、老人クラブのサークルの成果発表を
行う第35回老人福祉センターまつりが老人福
祉センターで開かれました。訪れた方は、フ
ラダンスやカラオケ、健康おどりなどの演芸
発表を観覧したほか、料飲店組合によるバ
ザーなどを楽しみました。

―
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広報ちっぷべつ
令和元年12月

11
17

優勝目指して熱戦
町民ミニバレーボール大会

町体育協会が主催する町民ミニバレーボー
ル大会がファミリースポーツセンターで開催
されました。
男子は６チーム、女子は５チームの出場が
あり、互いに親睦を深めながら、優勝を目指
して白熱した戦いが繰り広げられました。

11
18

おゆうぎ会の演目披露
こども園サルビア訪問

認定こども園くるみの園児たちが、介護付
き有料老人ホーム「アットホームサルビア」
を訪れ、おゆうぎ会で発表した演目を披露し
ました。かわいらしく一生懸命な園児たちに
対し、入所者から拍手と歓声が沸き起こって
いました。

11
21

子どもが食べやすい食事を
幼児食教室開催

食事の食べムラが出てくる年頃の子どもに
も好き嫌いなく食べやすい食事づくりを学ん
でもらおうと、生き活き館で幼児食教室が開
かれました。参加者は“白身魚のピカタ”の
ほか数品を調理し、子どもたちはお母さんが
作った食事をおいしそうに食べていました。

11
27

金賞は“事業税”
「税を考える週間」書道展

町商工会主催により行われた「税を考える
週間」中学生書道展の表彰式が行われ、入賞
者６名が表彰状や記念品を受け取りました。
秩父別中学校の１年生を対象に、応募の
あった18点の作品の中から、飯塚唯奈さんが
書いた“事業税”が金賞に選ばれました。

広報ちっぷべつ
令 和 元年12月
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キョウイクツウシン

第46回秩父別町総合文化祭
～ 日頃の活動の成果を発表 ～

各サークルの作品展示会
場の様子

第46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で開催されまし
た。展示会場では、写真や陶芸など各サークルか
ら日頃の成果である作品が数多く出展されました。
３日は、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体育館で行われ
ました。また、
「えがおの会」によるバザーや、
笹寿司、笹団子の販売も好評でした。

Board of education
小学生陶芸教室を開催
～ 地域・学校連携による体験活動 ～

11月7日、地域と学校の連携による体験活動
事業として小学校５年生（22名）を対象とした
陶芸教室を行いました。
陶芸クラブ会員のみなさんに協力いただき、
粘土から小鉢や湯飲みなどの陶器を成形する作
業を指導していただきました。
この後の、色づけと窯焼きの工程は陶芸クラ
ブにて行い、ようやく作品が完成します。
どんな作品に仕上がるのか完成が楽しみです。

「ちくし神楽獅子保存会」
の舞台発表

～ 第７１回 ～

秩父別町成人式
次代を担う若人を祝福する「第71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し込みをされた
方につきましては、12月上旬に本人ま
た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 時 令和２年１月１１日（土）
◆会 場 式 典～ファミリースポーツセンター
交流会～交流会館
◆日 程 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11年４月２日～平成12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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広報ちっぷべつ
令和元年12月

キョウイクツウシン

スキー教室参加者募集
～ スキーの基礎を学びます ～

11月14日（木）
、スポーツセンター体育館で小
学生を対象に、初心者向けのタグラグビー教室を
実施しました。
この教室は秩父別中学校に以前在任していた百
島教諭に初回から指導いただき、今年で10年目に
なります。今年はラグビーワールドカップが日本
で開催されたこともあり、参加した小学生は本物
のラグビーの「ラインアウト時のフォーメーショ
ン」の体験も行い、楽しい時間を過ごしました。

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？

ラ イ ン ア ウ ト 時 の「 ジ ャ
ンパー」役を体験！

少年スポーツ教室
～ 小学生がタグラグビーを体験 ～

≪少年スキー教室日程≫
◆日

時

令和２年１月７日(火) ～９日(木)
10:00～15:00
◆場 所 沼田町営高穂スキー場
◆講 師 全日本スキー連盟指導員ほか
◆内 容 スキー操作の基礎･基本
◆対 象 町内在住の小学１年生～３年生
◆持ち物 スキー用具一式、昼食
◆申 込 小学校で配布した申込書を担任の先
生に提出してください。
◆その他 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
★図書館情報局★

《第27回読書感想画コンクール作品募集》～みんなの応募待ってるよ！
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27回読書感想画
コンクール」を実施します。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１・２年生の部、小学３・４年生の部、小学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：令和２年１月19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21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大型紙芝居・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。みなさまの参加をお待
ちしています。
○申込締切 12月17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、ぜひご自分の作品を館内「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！みなさまの出展をお待ちして
おります。
○受付期間 令和元年12月10日（火）～令和２年２月９日（日）

【お問い合わせ】
：秩父別町図書館 ３３－２２２０

○ 教育通信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
広報ちっぷべつ
令 和 元年12月
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ＦＡＸ３３－３５４９】

優太

おめでとう
父の名
名

将希

敏貴

おたんじょう
町内名 氏

板東

大遥

まさき

中央西

石井

賢司

き

たいよう

中央西

吏輝

り

下保

歳

紫

艶

筑

藤森

歳

歳

歳

おくやみもうしあげます
年齢
町内名 氏
名

中央西

義美

遠藤 きよ子

文子

中川

栄
石塚

中央東

東
旭
（敬称略）

94 93 87 96

◆◇ 戸籍の窓 ◇◆
令和元年
11月末日
現在

人

口 ２，４０６人（－13人）
男
１，１２７人（－５人）
女
１，２７９人（－８人）
世帯数 １，１２４戸（－３戸）

11月中の動き

出生
転入

３人・死亡 ４人
３人・転出１５人

受講してみませんか！「救命講習」 ～秩父別消防からお知らせ～
突然、心臓や呼吸が止まってしまった人を救うためには、心肺蘇生法やＡＥＤを使用した電気
ショックが必要となります。
救命のために大切なのは、救急隊が到着する前に、その場に居合わせた人が応急手当を行うこと
です。速やかな応急手当が行われ、救急隊に引き継がれることにより、多大な効果を与えます。
秩父別消防では、町民の皆さんをはじめ、町内事業所・団体を対象として随時救命講習を実施し
ています。講習は秩父別消防の職員が対応しますので、お気軽に申し込みまたはご相談ください。

講
習
内
容

・応急手当の重要性、救命に必要な応急手当など
・ＡＥＤの使用方法
・心肺蘇生法の実技指導

※受講後に普通救命講習修了証を交付します。
◆お問い合わせ

深川消防署秩父別支署

電話 ３３ - ３８５０

今月は町税等(第４期)
の納期です
12 月 25 日（水）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。
◆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）

年末年始の虚礼廃止について
町民の皆様には、平素より町政に対し、
ご理解とご協力を賜り、心から厚くお礼
申し上げます。
町・町議会・教育委員会では、年賀状
によるご挨拶を廃止しております。
ご理解をお願いいたします。

秩父別町
秩父別町議会
秩父別町教育委員会

■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／令和元年12月６日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

