広報ちっぷべつ
平成３０年１月

５

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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秩父別小学校で「子どもの心に響く道徳教育
推進事業」
（北海道教育委員会主催）が行われ
ました。絵本作家で元旭山動物園飼育員のあべ
弘士さんが講師となり、児童たちに動物の魅力
などを話し、命の大切さを伝えました。
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秩父別振興公社主催の「ご近所先生加工教室」
が農産物加工センターくるりで行われました。
今回はちっぷ・ゆう＆ゆ料理人の小西さんが
講師となり、参加者はフランス発祥の洋菓子「タ
ルト・タタン」づくりに挑戦しました。

初冬期の交通安全啓発活動として、町交通安
全推進委員会・交通安全協会・交通安全指導委
員会の各会長が町内事業所を訪問し、啓発文書
やリーフレットなどを手渡して、冬の交通事故
防止を呼びかけました。

平成 30 年度固定資産税（償却資産）の申告について
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができ
る資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算
上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

法人や個人で事業を行っている償却資産の所有者は、毎年１月１日現在所有してい
る償却資産について申告をしてください。
■申告期限

平成３０年

■提出先・お問合せ先

１月 29 日（金）
役場総務課総務グループ
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３３－２１１１（内線 35）
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秩父別産米の「おいしさ」
埼玉県でＰＲしました

秩父別産米のおいしさを知ってもらう
ため、神薮町長とＪＡ北いぶきの篠田組
合長が 月２日・３日の両日、埼玉県内
のスーパーマーケット「ヨークマート」
の川口店と東大宮店の店頭に立ってコメ
のＰＲをしました。
町内のコメの多くは道内他産地のコメ
と一緒に「北海道産米」として販売され
ますが、今回、 秩父別産米のみを袋詰め
して販売しました。また、袋には秩父別
産米の魅力などが書かれた見開きのシー
ルを貼付して地域限定産のコメとして独
自性をアピールしました。
店頭では、
「ゆめぴりか、いつも食べて
いるよ」
「ＣＭで有名なお米だね」などの
声をいただきました。
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平成29年度自衛官等募集及び平成30年度予備自衛官補募集案内
●自衛官候補生（男女）
応募資格
受付期間
試験期日
試験会場

日本国籍を有し、採用予定月の１日現在 18 歳以上 27 歳未満の男女
年間を通じて行っています。※採用予定数に達した場合は実施しません。
平成３０年１月１２日（金）
・１３日（土）
自衛隊旭川地方協力本部（旭川市春光町）

●防衛大学校学生一般（後期）
応募資格
受付期間
試験期日
試験会場

日本国籍を有し、平成 29 年 4 月 1 日現在 18 歳以上 21 歳未満の男女
（高卒・見込み含む）
平成３０年１月２０日（土）～２６日（金）
第１次試験：２月１７日（土）
陸上自衛隊札幌駐屯地（札幌市中央区）

●予備自衛官補（一般）
応募資格
受付期間
試験期日
試験会場

日本国籍を有し、平成 30 年７月１日現在 18 歳以上 34 歳未満の者
平成３０年１月９日（火）～４月６日（金）
４月１４日（土）～１８日（水）いずれか１日
陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町）

●お問い合わせ先
自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 (0166-54-5617) 又は役場総務課総務グループまで
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マナビっぷ情報

ぷちパンプキン公演

マナビっぷ情報

〜小学校で人形劇を行いました〜

11月20日（月）、地域と学校の体験活動事業
として小学校で布遊具・布絵本製作サークル「ぷ
ちパンプキン」による人形劇の公演が行われま
した。
小学校１～３年生の授業の一環として行わ
れ、人形劇の新作「一寸法師」が披露されたほか、
クイズなどもあり、観覧した児童は楽しいひと
ときを過ごしました。
背景などの演出も凝って
います

「夢の教室」を開催
〜小学校で「大島めぐみ」さんが講演〜

11月27日、小学校で４～６年生を対象に「夢
の教室」を開催しました。この事業は、
「ここ
ろのプロジェクト『夢の教室』」として各スポ
ーツの現役選手やＯＢが各地で夢を語る事業
で、昨年に引き続き本町では２回目の開催とな
りました。
今年は夢先生（講師）に、陸上選手の大島め
ぐみさん（シドニー五輪5,000ｍ、アテネ五輪
10,000ｍ出場）を迎えて開催しました。
始めに体育館でミニゲームを行い、子どもた
ちと交流を深めた後、会場を移して講演を行い、
自分が数々の困難をどのように乗り越え、夢に
向かってきたかを語っていただきました。
最後は、児童が自分の夢を、みんなの前で元
気に発表しました。
ゲームの作戦タイム中

ぷちパンプキンは今年で
結成 年となりました
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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◆

少年スポーツ教室
〜小学生がタグラグビーを体験〜

夢を「あきらめない！」
児童たちも夢を発表

講師は百島先生です（一昨年ま
で秩中教員）

11月17日（金）、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。タグラグビーは、タックル
の代わりに腰に付けた帯状の布（タグ）取るこ
とで相手の前進を止めることができるスポーツ
です。
当日参加した児童は講師の指導の下、体育館
を目一杯駆け回っていました。
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子育てサロン月１プログラム

女性学級料理教室

〜羊毛貼り絵をつくりました〜

〜乳和食をつくりました〜

上手にできたかな？

11月24日（金）、認定こども園くるみのサロ
ン室で、乳幼児を対象とした子育てサロンの月
１プログラムを行いました。
当日は、７組の親子がカラフルな羊毛を自分
の写真に貼り付けて楽しみました。

11月29日（水）、町内女性学級「しらかば学級」
のみなさんが、町管理栄養士の赤松氏を講師に
迎え、料理教室を実施しました。
当日は、「サバのミルク味噌煮」など計６品
をつくり、きれいに盛り付けた後おいしくいた
だきました。

第１５回町民レクリエーション大会のお知らせ
町体育協会では、レクリエーションを通じて
町民の親睦を深めることを目的に町民レクリ
エーション大会を開催いたします。
当日は、紅白玉入れやドッチビーなどの種目
のほか、幼児・小学生が参加できるアトラクショ
ンも予定しています。
冬は、体を動かす機会が少なく家に閉じこも
りがちになります。ご家族そろって参加しませ
んか。

２ ４

●日 程 平成３０年
月
日（日）
●場 所 スポーツセンター体育館
●種 目 ・町内会対抗種目
紅白玉入れ、スカットボール、
ドッチビー、大縄跳び
・当日自由参加種目
幼児・小学生アトラクション
※詳細は、各町内会の体協代議員さんを
通じてご案内いたします。

図 書 館 だ よ り
◆◇図書館の行事に参加しませんか？◇◆
図書館では、行事に参加したりお手伝いしていただける方を募集しています。
○本が好きな方
○新しい事にチャレンジしたい方
○楽しいことが好きな方
○物づくりが好きな方
○子どもと関わることが好きな方
興味をお持ちの方はお気軽にご連絡ください。
【連絡先：秩父別町図書館 電話33-2220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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2017 フ ォ ト ギ ャ ラ リ ー

まちづくり協働隊
冬のイベント（２月）

中学校卒業式（３月）

小学５年生田植え体験（５月）

小学校運動会（６月）

バラの音楽祭 （７月）

とんでんまつり（８月）

中学校学校祭（９月）

秩父別産新米普及マラソン大会
（10 月）

こども園くるみ
おゆうぎ会 （11 月）

こども園くるみ
おもちつき （12 月）

新春みかんまき （１月）

ちっくる
オープン（４月）

キッズスクエア

今年も「広報ちっぷべつ」ご愛読いただきますようお願いいたします
■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２９年１２月２５日（月１回発行）
■印刷／（株）テラックス

