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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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老人福祉センターで「北空知ブロック老人ク
ラブリーダー研修会」が行われました。北空知
管内から約60名が参加し、深川警察署員が講師
となって特殊詐欺の被害防止対策や飲酒運転撲
滅をテーマに講演が行われました。
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７

まちづくり協働隊主催によるフットパスが行
われ、参加者は協働隊の遠藤優さんの説明を受
けながら、町内の歴史を探訪しました。文字が
薄いなど状態の悪い遺跡標示柱もあり、来年か
ら協働隊による補修が順次行われる予定です。

秩父別小学校で学芸会が行われ、児童はス
テージ上で生き生きとした演技や演奏などを発
表しました。ユーモアあふれる演劇やリズミカ
ルな器楽演奏などが披露され、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。
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12
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老人福祉センターで、ふれあい昼食会が開催
されました。町内のボランティア団体「日赤奉
仕団やまびこの会」の会員による手作りの弁当
が振る舞われ、参加者は談話しながら昼食を楽
しんでいました。

こども園で年長児によるカレーライスづくり
が行われました。園児は農家の方から提供され
た野菜を丁寧にカットして鍋に入れ、「美味し
くなれ」とおまじないをしながら作りました。
完成後は保護者と一緒に笑顔で味わいました。
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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。

秩父別ライオンズクラブ（柴田壹隆会長）と
町商工会青年部・女性部の合同で「交通安全キャ
ンペーン街頭啓発」を行いました。商工会館前
を通るドライバーに「ポテトちっぷべつ」など
を配って交通安全を呼びかけました。

10
20

10
18
秩父別町遺族会主催による平成29年度戦没者
秋季法要が善性寺で行われました。
遺族会関係者ら約20名が出席し、僧侶による
読経が行われる中、焼香をあげて戦没者の冥福
をお祈りしました。

秋の火災予防運動にあわせ、秩父別消防団が
中心となって防火パレードを行いました。
消防秩父別支署前で出発式が行われたあと、
消防車両やパトカーなど数台が隊列をつくり、
町内を巡回して火災予防を呼びかけました。

10
23

10
25
本町の初代英語指導助手として、平成元年か
ら３年間活躍いただいたダイアン・ローマスさ
んと家族の方が来庁しました。家族の方は日本
に来るのは初めてで、当時ダイアンさんが活躍
している写真を興味深そうに見入っていました。

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。
生徒達は美味しい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。
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マナビっぷ情報

マナビっぷ情報

第３回秩父別「笑学校」開催
〜旭笑長屋

落語会〜

アドベンチャー3・4年生
〜郷土学習と新スポーツ体験〜

10月21日（土）、アドベンチャー・イン・ち
っぷべつ３・４年生を開催しました。
参加した児童は、まず郷土館でクイズ形式の
問題を解きながら郷土学習を行い、続いてスポ
ーツセンター厨房で、デザートのプリン作りに
挑戦しました。プリンは固まるまで時間がかか
るので、まず昼食。その後は新スポーツの「バ
ブルボール」で新感覚を体験しました。そして
お待ちかねのプリンを実食。とてもおいしくで
きたようです。

郷土学習の様子
少し苦戦しています

呼吸器を付けた入院中の母親が、洒
落た会話を連発します

10月22日（日）、スポーツセンターで第３回
秩父別「笑学校」を開催しました。
今回の講演は、旭川在住のアマチュア落語団
体「旭笑長屋」のメンバーによる落語会で、今
年で３回目の開催となり、参加者が毎年楽しみ
にしている講演です。
２名の噺家による古典落語や落語に入る前の
「つかみの雑談」に会場は笑いでいっぱいとな
りました。

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◆

第40回老人オリンピック開催
〜熱い戦いが繰り広げられました〜

バブルボールを使った、新感覚
の鬼ごっこ
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自分たちで使った食器等は自分
たちで洗います

各競技で熱戦が繰り広げられま
した

10月10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。
各老人クラブごとに「赤組」（協栄・南・屯田・
旭）、「白組」（新盛・西栄・中央西・駅前）
、「青
組」（日の出・北部・中央東・筑紫）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、６種目中４種目で１位を取った青組
が見事優勝を果たしました。
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マナビっぷ情報

スポーツセンターでハロウィンイベント開催
〜Nightmare

in

Chippubetsu

Halloween

Party

17〜

自分だけのお菓子袋を作成し
ています
ナタリーのゲーム説明を聞く
子どもたち

ご協力いただいたボラティ
アのみなさん

10月28日（土）
、町内の子どもたちを対象に、
スポーツセンターの２階全てを使用して「ナイ
トメア イン チップベツ ハロウィンパーティー
2017」を開催しました。当日は、100名を超える
参加者が来場し、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」等様々なブースがあり、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」は大人でも怖いと感じ
るほどの出来栄えで、泣き出す小さな子もいた
ほどでした。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、３か所でお
菓子がもらえるとあって、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。
今回のイベントは、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ＡＬ
Ｔや本町小中学校教員等、ナタリーが指導する
「英会話サークル」に所属する町民及び地域おこ
し協力隊等、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！」〜
図書館では10月28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
やパネルシアターの後、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「い
っすんぼうし」が公演されました。参加した
子どもたちは、同サークルの工夫をこらした
ぷちパンプキンによる人形劇

演出に、歓声をあげ楽しんでいました。

◆ 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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11 月は、労働保険適用促進強化期間です！
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、労働者の生活の安定、福祉の増進等を図ること
を目的に、国が直接管理運営している保険です。農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも雇
用する事業については、法人・個人を問わず加入が義務づけられています。
厚生労働省では、
「未手続事業の一掃」を年間を通じた主要課題と位置づけたうえで、11月を「労
働保険適用促進強化期間」とし、集中的に広報活動を展開し、労働保険制度のより一層の理解、
周知を図ることとしております。
労働者が安心して働ける職場となるよう、まだ労働保険に加入していない事業主の方は、速や
かに最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所（ハローワーク）でご相談ください。
◆お問い合わせ

厚生労働省北海道労働局総務部労働保険徴収課 011-709-2311
または最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

平成29年度自衛官等募集案内
●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おります。※採用予定数に達した場合は実施しません。
平成29年12月15日（金）
・16日（土）
自衛隊旭川地方協力本部（旭川市春光町）

●高等工科学校生徒（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４月１日現在、中卒（見込み含む）17歳未満
の男子
平成29年11月１日（水）～平成30年１月９日（火）
第１次試験：平成30年１月20日（土）
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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裁判員制度
〜まもなく名簿記載通知を発送します！〜
☆裁判員候補者名簿ができるまで
裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿
を基に、全国の地方裁判所で作成されます。
平成30年の名簿に登録される人数は、全国で約23万600人です。
（選挙人名簿登録者全体に占
める割合は、約461人に１人）

☆裁判員候補者名簿記載通知について

＜名簿記載通知の発送用封筒＞（イメージ）

平成30年の裁判員候補者名簿に登録された方には、
本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記
載通知）をお送りします。この通知は、来年２月頃か
ら平成31年２月頃までの間に裁判所にお越しいただ
き、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝
えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのもの
です。この段階では、まだ具体的な事件の裁判員候補
者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所
にお越しいただく必要はありません。
また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。

名簿記載通知

この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握
し、調査票の回答の内容により、１年を通じて明らか
に辞退が認められる場合などには裁判所にお越しいた
だくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負
担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ね
する項目に当てはまらない方は、返送していただく必
要はありません。
辞退の申し出ができる時期や期間等に何らの制限を
設けているわけではありません。
この調査票で辞退を申し出なかった場合でも、実際
の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問
票で辞退を申し出ていただくことも、裁判所で行われ
る選任手続の際に辞退を申し出ていただくことも可能
です。
裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。

お問合わせ

旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所
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電話０１６６－５１－６２５１（代表）
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おたんじょう

父の名

悟

おめでとう

氏
名

町内名

吉田 七海

ななみ

中央西

優太

年齢

な

名

み

氏

歳

中 央 西 板 東 未菜

町内名

土井 正和

おくやみもうしあげます

日の出

歳

歳

巖

前田 ヨシ子

櫻田

新

日の出

北
（敬称略）

84 85 90

●○ 戸籍の窓 ○●
平成２９年
10 月 末 日
現在
10月中の動き

人

口 ２,４３５人 (＋ 1 0人)
男 １,１４３人 ( ＋ １人)
女 １,２９２人 (＋ ９人)
世帯数 １,１１６戸 (＋ ４戸)
出生 ２人 ・ 死亡
転入１１人 ・ 転出

ゆうき

東海林 侑季ちゃん
ママ
友香 さん
（ 中央西 町内 ）

個人事業税のお知らせ
◎

ご
ます飯を
も
り
もり
食
べて

大
一緒好き
な
で
す お姉
ち
ゃ
んと

!!

!!

10月８日生まれ

３人
０人

10月12日生まれ
ていほう

佐々

帝鳳ちゃん
ママ まゆみ さん
（ 中央東 町内 ）

〜北海道からのお知らせ〜

11月30日（木）は、個人事業税第２期の納期限です！

個人事業税第２期分の納付書は、８月に第１期分納付書と一緒に送付していますので、お確
かめのうえ、銀行・郵便局などの金融機関で納期限までに納めてください。

◎

お手元に納付書はありますか?

納付書がお手元にない場合には、再度納付書を送付しますので、お早めに深川道税事務
所（0164-23-3578）までご連絡ください。

◎

口座振替納税をご利用ください。

うっかり納期限を忘れて延滞金を支払うことがなくなります。今年度の申込みは翌年度から
口座振替を開始します。
◆お問い合わせ

空知総合振興局

深川道税事務所

0164-23-3578
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