ࢩ༭̻͓̽͑̾
଼ˏˍාˏ

ζΫ̽͑ૂ༭

ల66ٝಉ༆നٛٛ

ζΫ̽͑ૂ༭

〜 屯田兵の苦労に感謝 〜

会員・来賓のみなさんで
記念撮影

ȁˎ23)*غȂಉ༆̞̤̀ͅஂأ଼42ා
ల66ٝಉ༆നٛȪུݠٛಿȫ̦࣐ٛ
̱̹ͩͦ͘ȃ
ȁ͉֥͍ٛٛͅݞြຬ37ྴ̦̱Ȃ଼41
ාমުȆࠨॳ༭̧࣬ͅȂ଼42ාমުْࠗȆ
ထॳ̞̾̀ͅૣ݈Ȇࠨ̯ͦȂ֥٨͉́Ȃ
ո̤͈ͤ͂ئ֥̦හ̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁٛȁಿȁݠȁུȁȁȪठහȫ
ȁ໗ٛಿȁ५ȁനȁ࠻ȁୃȪठහȫ
ȁ໗ٛಿȁȁȁȁຮȁহȪठහȫɦࠉઠၞ

ڠپਠζΑΛΠ
ȴζΫͻȵ̳́
ڠਠૂ༭̯ͬͭͅٯ
̵̤̱̳ͣ͘
ɟಉ༆֗ޗտ֥ٛɟ

ͺΡαϋΙλȜˏȆːා
〜 協働隊・協力隊にお世話になりました 〜

３人で頭からＧＯ！
（滑り台頂上からの様子）

例年、総会にあわせて
「風雪の碑」の除雪を
行っています。

ȁˎ27ȪാȫȂˏڠȆːාͬచય̱͂
̹ͺΡαϋΙλȜȆͼϋȆ̻͓̽͑̾ͬΑεȜ
ΜΓϋΗȜ࣐̞̱̹́͘ȃ
ȁ൚͉23ྴ͈ൺ̦४̱حȂࡿஜಎ͉Ȃ̻͘
̩̿ͤފ൱బȪຮহయນȫ͈ൃ͈ͼαϋΠͅ
४̱̀حȂͤڲర͞ΑΦȜκȜΫσȂ̧̻̾͜
ͬఘࡑ̱Ȃಓ͉ै̹̤̻֚̽͂͜ͅু̹
̻́ઘ̷̧͊ͬၑ̱͓̱̹̀͘ȃ
ȁࡿࢃ̥͉ͣȂχȜ·ΏοΛίͅ४̱حȂ
ȶঞ
నρϋΗϋȷ͞ȶڙͺ·ΓςȜȷ͈ै଼ͅ
ಯȃडࢃ͉Ȃୱͬঀ̽̀ͺͼΑ·ςȜθͬ̾
̩̱̹ͤ͘ȃ

ڠ૧ˍා֚වڠ
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作品を手に記念撮影

お絵かきの様子

ȁˎ23ȪغȫȂːͅවڠထ͈ਖڠ͂
༗ࢌ৪ͬచય̱̹͂૧ˍා֚වࢷڠ̦ڠ
࣐̱̹́ͩͦ͘ȃ࡛ह͈ˍා͂ၠ̱̹ͤȂ
ٰ̧̥̤̪̓̈́ͤ͛͞ࢷڠ४ح৪͉֚௷୶ͅ
ࢷڠͬڰఘࡑ̱̱̹͘ȃː͉ͅ32ྴ̦૧ˍ
ා͂̈́ͥထ̳́ȃ

スノーモービルは
１週約 分間の体験！

〜 一足先に小学校生活を体験 〜

ȝ Ĳĳ ȝ

ࢩ༭̻͓̽͑̾
଼ˏˍාˏ

ζΫ̽͑ૂ༭

ల27ٝྦྷτ·ςȜΏοϋఱٛ
〜 軽スポーツで楽しく交流 〜

ȁˎ24ȪକȫȂ̻̽͑̽ঊ͏̜̞ͦΑ·Ȝ
σ́Ȃ̧̻̾͜ఱ̦࣐̱̹ٛͩͦ͘ȃ
ȁ̭͈মު͉Ȃଲయۼၠͬ࿒എ͈̱֚̾͂̀Ȃ
౷֖͈δρϋΞͻͺ͈ފႁ́ঔ̱̤̀ͤȂࣽ
ා̻̩̿ͤ͘͜ފ൱బȪຮহయນȫ͈͙̯̈́
̮ͭͅފႁ̧̞̹̺Ȃমஜ̥ͣൺ֚͂
̤̻̞̭ͬ̾̀́ͧ͂ͥ͛͘͜ͅ܃Ȃș̤͂
ଲდ̱̹̈́ͤ͘ͅȃ
ȁडࢃ͉͙ͭ̈́́Ȃ̧̹͈̤̻͓̾̀ͬ̈́͜
̦ͣၠͬ૬̱̹͛͘ȃ

ȁˎˏ)*ȂΑεȜΜΓϋΗȜ̤̞̀ͅ
ఘ֗ފٛȪ૧ࡉၦୀٛಿȫ৽टͥ͢ͅల27ٝ
ྦྷτ·ςȜΏοϋఱ̦ٛٳट̯̱̹ͦ͘ȃ
ȁ൚͉˕ඤٛȂ471ྴ͈ྦྷ͈४̜̦ح
ͤȂඤٛచࢯͥ͢ͅࣄฒޮවͦȂΑΛΠδ
ȜσȂΡΛΚΫȜȂఱථಽ͍͈ːਅ࿒̦࣐ͩͦ
̱̹͘ȃఱථಽ͍͉́ȂςΒθ̩ࣞ͢௸͍́
̫̀ࢡܱ̳ͬඤ̜̱̹ͤ͘͜ȃ
ȁ̤̈́Ȃࣣਜ਼պ͉ষ͈̤̳͂ͤ́ȃ
ɟȁੳȁפஜඤȁȁɟੳȁཤ૧ඤ
ɟలˏպȁಎ؇ඤ
紅白玉入れの様子

上手につけたかな？

̻̽͑̽ঊ̧̻̾͜ఱٛ
〜 まちづくり協働隊が児童と交流 〜

!!ͤ!͢!̺!܁
おはなしコンサート

〜おはなしの世界を楽しみました〜

図書館職員による
パペットシアター

ばぁばの本棚による
絵本読み聞かせ

ȁˎ27ȪാȫȂ۾͙̱͞ͅ܁̞̹̺̩̹ͬ̽̀͛ȂδρϋΞͻͺ͈ފႁ̞ͬ
̧̹̺ȶ̤͉̱̈́ϋȜΠȷͬٳट̱̱̹͘ȃ
ȁδρϋΞͻͺٰུ͈ͥ͢ͅඋ̵͙̥Ȇ૽ࠁࠠȆఱ߿ঞঢ়ݳȆࢺ͈დ͞Ȃ֥͢ͅ
ͥ၂ࢊ͞ΩβΛΠΏͺΗȜ̈́̓Ȃࢥຳͬާ̱̹ͣအș̈́ࠁ͈̤͉̱̦̈́Ⴚ̯ͦȂঊ̓͜
̥ͣఱ૽̹̱͙̱́͘͘ڢȃ

ɟ͏̜̞ͦΆλρςȜɟ
ȁྦྷ͈͙̯̦̈́ͭୋै̱̹
̹̩̯͈ͭैͬˏ21͘
́ജা̱̞̳͈̀́͘Ȃ̶͌
̮။̩̺̯̞ȃ

ɟ!ζΫ̽͑ૂ༭̤̳ͥͅ۾࿚̵̞ࣣͩ୶!ɟ
֗ޗտ֥ٛ!֗ޗΈσȜίȁȺഩდˏˏȽˎˑˑˑȁˢ˝˴ˏˏȽˏˑː˕Ȼ

ȝ ĲĴ ȝ

ࢩ༭̻͓̽͑̾
଼ˏˍාˏ

ႅ౷రನଷഽ̦ː̥ͣΑΗȜΠ̱̳͘!
平成28年５月の森林法一部改正により創設された林地台帳制度が、
４月から運用開始となります。
林地台帳は、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを市町村が整備し、公表する
ものです。
■ႅ౷రನ͈࿒എ
ȁȁȁ情報の修正・更新を適切に行うことにより所有者情報制度が向上し、森林組合や林業事業体が
森林の所有者に関する情報をワンストップで入手でき、効率的な森林整備が行えるようにします。
■ႅ౷రನ͈ဥ
ȁȁȆȁȁນȁ申請により、林地台帳及び地図の閲覧（所有者情報除く）ができます。
Ȇૂ༭ރȁ当該森林の森林または土地の所有者、隣接する森林の所有者、道内で森林経営計
画の認定を受けている者は、申出により所有者情報を含む情報提供を受けること
ができます。
Ȇਘȁȁୃȁ所有者本人は、台帳の情報の修正申出を行うことができます。
※林地台帳及び地図は、森林の土地の権利や所有の境界を確定するものではありません。
また、森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることはできません。
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ٚࢌ̱̦ͬ̈́ͣ൱̩͙̯̈́ͭȂ
ȁȁॽম͂ٚࢌ͈ၰၛ׳ଷഽͬڰဥ̱̱̠͘͡Ȋ!
継続的に介護を行うためには、経済的な負担がかかります。また、介護が終了した後の生活を
視野に入れて考えても、経済的基盤は重要です。
介護に直面しても、すぐに退職することなく、仕事と介護を両立するための制度を活用して、
介護をしながら仕事を続けましょう。
厚生労働省ホームページでは、介護保険制度や介護休業制度等について情報提供を行っていま
すので、確認の上、会社の人事労務担当者に相談してみましょう。
ȁȺ֗Ȇٚࢌ༹́ުݝ̹͛ͣͦଷഽȪาଘȫȻ
ɜٚࢌުݝȁచયزˍ૽̧̾ͅˏ̱ٝ̀ͅڬॳ:4́͘
ɜٚࢌصݝȁٚࢌ̷͈ఈ͈ଲდ͈̹͛ාˑȪచયز̦ˎ૽ոષ͈
ȁȁȁȁȁȁાࣣ͉21ȫ́͘ˍ̹͉͘ౙպȪਫ਼Ⴛ൱শ͈ۼ
ȁȁȁȁȁȁˎ͈ˍȫ
ɜٚࢌ͈̹͈͛ਫ਼ٸႻ൱͈ଷࡠȪॼު͈྾ੰȫ
ȁȁȁȁȁȁါٚࢌેఠ̦ਞၭ̳ͥ́͘ةഽ́৾͜ංخ
ɦમ̱̩͉Ȃ࢚Ⴛ൱જγȜθβȜΐ̹͉͘ཤ٬ൽႻ൱ޫγȜθβȜΐ̮ͬ။̩̺̯̞ȃ
!ٚࢌၗΔυ
!ॽম͂ٚࢌ
॑
॑
ȁ࢚Ⴛ൱જȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁཤ٬ൽႻ൱ޫ

॑
॑

ɟ̤࿚̵̞ࣣͩȁȁཤ٬ൽႻ൱ޫࡹဥ۪ޏȆ൝໐ঐ൵هȁഩდ 122.81:.3826

ȝ Ĳĵ ȝ

ࢩ༭̻͓̽͑̾
଼ˏˍාˏ

アンの秩父別タイ在記

ྀႲशȊ

Vol. ９ 「ワークショップの開催」
2 月 16 日（土）にまちづくり協働隊の冬のイベントに合わせて、地域おこし協力隊の橋
本さんとワークショップを行いました。
内容は「紙袋ランタンづくり」と「鹿角アクセサリーづくり」です。
私の担当した紙袋ランタンづくりは、夜間に灯かりをつけるととても幻想的で綺麗です。
近隣の町でも行っているので参考に取り組んでみました。ワークショップの事前準備では
職場の先輩と紙袋ランタンづくりの練習を何度もしました。
今年はインフルエンザが流行っていますが、たくさんの子ども達が来てくれました。
私の似顔絵を描いてくれる楽しいアイデアもあり、とても嬉しかったです。
ランタンづくりは簡単なので、ぜひ家でも作ってみてもらえばと思いますし、また、チャ
ンスがあれば、広めていきたいと思います。

312: ාഽȁनဥদࡑ̵͈̤ͣ
࣭֥ྩز

ࣣ₊๊֚

ɡࣣদࡑȇͼϋΗȜΥΛΠັ ˏ!ۼܢ3: Ȫ߄ȫȡː˔Ȫȫ
ȁȪ֭৪Ȇఱഽȫ

ɡ๊֚দࡑȇͼϋΗȜΥΛΠັ!ۼܢːˑȪ߄ȫȡː 28 Ȫକȫ
ȁȪఱഽȫ

ɡ๊֚দࡑȇͼϋΗȜΥΛΠັ ˒!ۼܢ28 Ȫȫȡ˒ 37 Ȫକȫ
ȁȪࣞ৪Ȇ২ٛ૽ȫ

ɡ૭ࣺဥͺΡτΑȁiuuq;00xxx/kjokj.tijlfo/hp/kq0kvlfo/iunm
ɡ̤࿚̵̞ࣣͩ!૽ম֭ཤ٬ൽমྩޫ!లඵهদࡑ߸!☎ 122.352.2359

࣭୕ۗ

ɡͼϋΗȜΥΛΠັۼܢȁˏ 3: Ȫ߄ȫȡː 21 ȪକȫȬခ࢘ȭ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȺiuuq;00xxx/kjokj.tijlfo/hp/kq0kvlfo/iunmȻ
ɡࡑڒȁȪˍȫ଼ࡓාːˎ଼̥ͣ 21 ාːˍ͈ͦ͘৪
ȁȁȁȁȁȁȪˎȫ଼ 21 ාːˎո͈ࣛͦ͘৪́ఱͬڠު̳ͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁ!ࡉࣺ͙͈৪̈́̓༆͛ͥͅ৪
ɡలˍষদࡑȺܖயෝႁদࡑȂদࡑȻ
ȁȁȁȁȁȁȁ˒˕Ȫȫ
ɡలˎষদࡑȺ૽দࡑ͍ݞఘऔȻȁ
ȁȁȁȁȁȁȁ˓ 22 Ȫ࿐ȫ̥ͣ!2: Ȫ߄ȫ͈̠̻ঐ̳ͥ
ɡ̤࿚̵̞ࣣͩ
ȁȁढ़ི࣭୕ޫ૽মలˎهनဥ൚!☎ 122.342.6122!ඤ 3426
ȁȁ̹͉͘डྩ୕͈ͤܙȪྩهȫ̤ͅଂ͇̩̺̯̞ȃ
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ɜɛ!ୠ͈ௗ!ɛɜ
૽ȁ࢛!!ˎ-ːˎ˓૽)Ƚˍ૽*
଼ˏˍා
ȁȁ!!ˍ-ˍˏ˕૽)Ⱦˌ૽*
ˎ  ྎ 
ȁ੫ȁ!!ˍ-ˎ˔˔૽)Ƚˍ૽*
࡛ह
ଲఝତ!!ˍ-ˍˎ˒)Ⱦˌ*
ˎಎ͈൲̧

!ȁˌ૽!Ȇ!ঘཌȁˎ૽
!ഢවȁˏ૽!Ȇ!ഢȁˎ૽

՞༕ࢌআٛٝ
ྫၳ༹ၙ̵͈̤ͣ
ٳटশȇ଼ 42 ාː 26 Ȫȫ
ȁȁȁȁȁ24 শȡ 27 শ

₉₉ Ⅶⅵ
⅁
₉
₉ ⅕℺
ఱ
ࢡ
℻⅔
ⅇ

শۼȇˍ 41 
ٳटાਫ਼ȇཽݱჇ૽ছΓϋΗȜ
ȁȁȁȁȁཽݱলཽ ݱ6311 ๔౷
ထௗ࢛ȇཽݱાȪਯྦྷهȫ
ȁȁȁȁȁˌˍ˒ːȽˏˎȽˎːˍˍ
̷!͈!ఈȇಉ༆ͅहਯ̱̞༷̀ͥ́͜
ȁȁȁȁȁထخෝ̳́ȃ

ˎ 37 ͦ͘
̵̫̞ͭ

५ུȁ!࠲଼!̻ͭ͝

""

!ζζ!!!ၖࠃ !̯ͭ

Ȫ!ཤ૧!ඤ!ȫ

ಉ༆ςΐσ̬నͬै଼̱̱̹͘ ""
ȡ!̤͈༷͈͒ٸാॲ͞௭̞̥̦̱̠̥ͤ́͡ͅ!ȡ
ȁ秩父別町の観光ＰＲ促進のため、手提げ
袋を作成しました。ベルパークちっぷべつ
とローズガーデンちっぷべつの写真を使用
し、都市部における物販イベント等で購入
者へ提供するなど、持ち歩くポスター代わ
りとして活用したいと考えています。
また、こちらの手提げ袋は、秩父別振興
公社で取り扱っており、温泉の売店で１袋
100円で販売されています。丈夫なつくり
となっていますので、トマトジュースなど
お土産持参の際などにぜひご活用ください。
ၰ࿂̥̈́͞ͅৢ૯ͬঀဥ̱̞̳̀͘
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