広報ちっぷべつ
平成３０年３月

マナビっぷ情報

第54回秩父別屯田会総会

マナビっぷ情報

〜屯田兵の苦労に感謝〜

２月11日(日)、秩父別温泉において平成30年
第54回秩父別屯田会（宮本征男会長）総会が行
われました。
総会には会員及び来賓29名が出席し、平成29
年事業・決算報告に続き、平成30年事業計画・
予算について審議・決定されました。
また、永年役員としてご活躍いただいた北垣
一弘氏（前会長）と山田貴門氏（前監事）に感
謝状が贈呈されました。
年間役員として活躍され
た北垣前会長
16

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◆

わくわくちっぴー体験隊
〜ちっくる探索〜

色々な所に「カード」が隠さ
れています

会員・来賓のみなさんで記念
撮影

２月23日(金)、ちっぷっ子ふれあいスクール
登録児童を対象として、
「図書館探索」、
「花植え」
につづいて第３弾となる「わくわくちっぴー体
験隊」を実施しました。
今回は「ちっくる探索」と題し、ちっくる内
に設置した「キーワードが書かれたカード」を、
自由遊びをしながら探索しました。中には意地
悪な場所に設置されたカードもありましたが、
参加した児童たちは探索開始から20分程度で設
置された15枚のカードのほとんどを発見でき
たようです。見つけたキーワードを並べ替える
と・・・・・２つの単語が浮かびあがってきま
した。

郷土館で学習しました

現れた単語は「○っかい○○」
と「○リ○○○ク」

寒い中、熱心に探索及び学習を
しました

１月25日、小学３年生20名が郷土館を訪れ、
社会科の地域学習を行いました。
児童たちは、社会科副読本（地域学習のため
の社会科用図書）に掲載されている郷土館の収
蔵品の実物を探索し、その使い方などをスタッ
フに確認しながら熱心に学習しました。

カード発見！
見つけると嬉しい！

〜小学３年生社会科地域学習〜
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ちっぷっ子もちつき大会

第15回町民レクリエーション大会

〜まちづくり協働隊が児童と交流〜

〜軽スポーツで楽しく交流〜

２月14日（水）、ちっぷっ子ふれあいスクー
ルで、もちつき大会が行われました。
例年この事業は、異年代交流を目的の一つと
して、地域のボランティアの方々の協力で実施
しており、今年は、まちづくり協働隊（東敏治
代表）のみなさんにご協力いただきました。
協働隊のメンバーの中には、毎年自宅でもち
つきをしている方もいて、事前準備から児童と
一緒におもちを丸めるところまで、丁寧に指導
していただきました。最後はみんなで、つきた
てのおもちを食べながら交流を深めました。

２月４日(日)、スポーツセンターにおいて町
体育協会（新見隆晴会長）主催による第15回町
民レクリエーション大会が開催されました。
当日は９町内会、約400名の町民の参加があ
り、町内会対抗による紅白玉入れ、スカットボ
ール、ドッチビー、長縄跳びの４種目が行われ、
今年からの新種目となる長縄跳びは、見た目以
上にハードだったようです。
なお、総合順位は次のとおりです。
◆優 勝 北新町内
◆準優勝 南町内
◆第３位 駅前町内
新種目の長縄跳びの様子

ヨイショ！ ヨイショ！

図 書 館 だ よ り
●おはなしコンサート

〜おはなしの世界を楽しみました〜

梅森一義さん親子によ
る二人落語「初天神」

リボンの会による大型紙
芝居「もう一つの戦争」

２月17日（土）、図書館に親しみや関心を持ってもらおうと、町内のボランティアの方々
の協力をいただき「おはなしコンサート」を開催しました。
ボランティアによる人形劇・大型紙芝居・絵本の読み聞かせ・落語、職員によるクイズなど、
工夫を凝らした様々な形のおはなしが披露され、子どもから大人まで楽しんでいました。

◆ふれあいギャラリー◆
今年も、町民の皆さまが製作
した作品を沢山出展していた
だきました。
（※展示は3月11日まで）

◆ 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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町の特徴をデザインしたトートバッグの商品化を目指す企画

～秩父別町の魅力が詰まったトートバッグ製作に協力しませんか？～
北海道日本ハムファイターズ「179市町村応援大使」と「ジモトート」のコラボレーション企画と
して、今年の「北海道179市町村応援大使18市町村」のオリジナルデザインバッグ「ジモトート」を
製作する企画が開始しました。
賛同される皆さんから１口2,000円を支援いただき、目標の支援金額20万円に達成した場合、
秩父別町のモチーフがデザインされたオリジナルトートバッグが商品化されます。
商品化後、賛同された方は、このトートバッグと応援大使の「渡邉諒選手」
、「鍵谷陽平選手」な
どの缶バッジがもらえます。
ファイターズ応援大使コラボ企画「限定ジモトート」完成までのながれ

■申込方法など、詳細は下記のサイトをご覧ください。

■募集期限■

「ファイターズ応援大使と一緒に『じ・も・と』を応援しよう！」公式サイト
https://kibidango.com/page/jimotote2018

ファイターズ ジモトート

検索

３月31日

・ 100口に満たなかった場合、「ジモトート」は商品化されず、支援金は返金されます。
・ 目標の100口以上を達成した際には、７月頃に支援者の方へ「ジモトート」が送付されます。
・ 募集は、クラウドファンディングサービス『kibidango』を通して行われます。
クラウドファンディングとは
インターネットを通じて不特定多数の方から小口の資金を募る仕組みです。プロジェクトを掲載し、一定
期間の間にプロジェクトに共感した方から支援を募り、目標を達成した際には、支援者の方へ見返り（リ
ターン）を行います。

◆お問い合わせ

役場企画課企画グループ
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北空知圏学校給食組合臨時職員（パート調理員）募集
◆勤務場所
◆募集人員
◆勤務内容
◆応募資格

深川市開西町１丁目６番４号
北空知圏学校給食センター
パート調理員【若干名】
給食調理・食器具の洗浄等
構成団体１市４町(深川市・秩父別町・妹背牛町・北竜町・沼田町) に居住し、
18歳から概ね60歳までの健康な方
◆採用予定
平成３０年４月１日
◆勤務時間
午前勤務：午前８時３０分～正午
一日勤務：午前８時３０分～午後４時４５分
◆勤務条件
週に３日程度の勤務（土・日・祝日を除く）
◆賃
金
一日勤務：７，２５０円
時給：午前１，０４８円 午後９６７円
※労災保険のみ加入。パート調理員は、諸手当・社会保険は適用になりません。
◆応募書類
組合指定の履歴書（３カ月以内に撮影した写真を添付）
◆募集期限
平成３０年３月２０日(火) 午後５時必着
◆面接日時
平成３０年３月２２日(木) (時間については、別途本人に通知）
◆面接場所
北空知圏学校給食センター会議室
◆応募、問い合わせ先 〒074-0014 深川市開西町１丁目６番４号
北空知圏学校給食組合（☎23-5533）

平成 30 年度

採用試験のお知らせ

国家公務員

総合職・一般職

■総合職試験：インターネット受付期間 ３月30日（金）～４月９日（月）
（院卒者・大卒程度）

■一般職試験：インターネット受付期間 ４月６日（金）～４月18日（水）
（大卒程度）

■一般職試験：インターネット受付期間 ６月18日（月）～６月27日（水）
（高卒者・社会人）

■申込専用アドレス http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
■お問い合わせ 人事院北海道事務局 第二課試験係 ☎011-241-1248
■インターネット受付期間

労働基準監督官

３月30日（金）～４月11日（水）〔受信有効〕
【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】
■受験資格 （１）昭和63年４月２日～平成９年４月１日生まれの者
（２）平成９年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
①大学を卒業した者及び平成31年３月までに大学を卒業する見込みの者
②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると認める者

■第１次試験 ６月10日（日）
■第２次試験 ７月11日（水）・12日（木）・ 13日（金）の指定された日
■受験申込書提出先（郵送または持参の場合）
北海道労働局総務部総務課
〒060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１ 札幌第一合同庁舎９階
■お問い合わせ
北海道労働局 ☎011-709-2311 内線3511
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雨竜川の上流には、北海道企業局が

２ 月 中 に 出 生・ 死 亡・ 婚 姻 は あ り
ませんでした。

あぶない！
ダムからの水に注意しましょう

●○ 戸籍の窓 ○●
平成３０年
２ 月 末 日
現在
２月中の動き

人

口 ２,４３４人 ( ー １人)
男 １,１３８人 ( ー ２人)
女 １,２９６人 ( ＋ １人)
世帯数 １,１１６戸 ( ー １戸)
出生
転入

０人 ・ 死亡
３人 ・ 転出

０人
４人

管理する鷹泊ダムと鷹泊発電所があります。
ダムでは、雪解け水などでダムに流れ込ん
でくる水が非常に多くなったときには、水門
を開けて川に水を流します。
また、発電所では、必要の都度、発電の
ため川に水を流します。
このため、川の水かさが増えて危険な状
態となりますので、川で遊んでいる方や魚
うお願いします。
なお、ダムから水を流すときは、音声放
送とサイレンによりお知らせしますので、

２月７日生まれ

安全な場所に移動されるようお願いします。

問い合わせ先
北海道企業局鷹泊発電管理事務所
電話 ２８－２２６１

あやの

中嶋

彩乃ちゃん
ママ
りか さん
（ 中央西 町内 ）

り
あ んご
り
ま とバ
せ ナ
ん ナ
に
目が

釣りをしている方は、十分に注意されるよ

!!

北海道 179 市町村応援大使 秩父別町応援デー！！

北海道日本ハムファイターズ観戦ご招待第 2 弾！
北海道日本ハムファイターズの 179 市町村応援プロジェクトの一環として、下記期間中の
ファイターズ戦に秩父別町民のご招待をいただきました。
観戦を希望される方は以下のアドレス等にアクセスしてお申込みください。
▲ ▲ ▲

観 戦 日

４月 21 日（土）～５月 20 日（日） ※ 5 月 5 日・5 月 19 日の試合は対象外です。

観戦場所

札幌ドーム

申込方法

パソコンの場合：https://www.fighters.co.jp/expansion/10th/hokkaido179/kansen2018/

Ｃ指定席（塁席・座席位置は選ぶことができません）

スマートフォン・携帯の場合：右下のＱＲコードからアクセスしてください。
▲ ▲

申込期限

試合日により異なりますので申込サイトで観戦スケジュールをご確認ください。

そ の 他

・応募多数の場合は抽選となります。
・球場までの移動費用等は各自でのご負担となります。

※申込時にご登録いただいた個人情報は、㈱北海道日本ハムファイターズが適切に管理し、
本件を含むチケット関 連の DM・アンケート等による案内以外には利用されません。

◆お問い合わせ

役場企画課企画グループ

電話３３－２１１１（内線72）

■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３月９日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

