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３年ぶりの盆踊り

３年ぶりとなるちっぷ納涼盆踊り大会がふれ
あいプラザで行われ、参加者はやぐらを囲み
太鼓の音色に合わせ盆踊りを楽しみました。

地域交通

秩父別駅

30

●ＪＲ北海道との主な合意内容
・石狩沼田～留萌間は令和５年
３月末まで運行し廃止する
・深川～石狩沼田間は令和８年
３月末まで運行し廃止する
・深川～石狩沼田間の運行費用
と折返設備の費用はＪＲ北海
道が全額負担する

◆令和８年３月まで深川～石狩沼田間を部分運行

ＪＲ留萌本線は、明治 年に開
通して以来、地域の重要な交通手
段でありましたが、地域の人口減
少や車社会の進展などにより、利
用者は昭和 年度の１，５８２人
／日から令和２年度の 人／日ま
で減少しました。
ＪＲ北海道は、平成 年に利用
が２００人／日未満の路線につい
て、単独では維持困難な線区と位
置づけ、バス等への転換を協議す
るとして公表し、平成 年度の利
用が１８３人／日であったＪＲ留
萌本線もこの中に含まれていました。
このことから、平成 年５月に
ＪＲ留萌本線沿線自治体会議を設
置し、存続の可能性を探ることと
しＪＲ北海道を含めた中で協議を
重ねてまいりましたが、８月 日
に留萌市役所で開催された第９回
ＪＲ留萌本線沿線自治体会議にお
いて、ＪＲ留萌本線の廃止・バス
転換を容認することとし、ＪＲ北
海道と合意しました。
今後は、令和８年３月末の全線
廃止を見据え、代替交通の確保や
鉄道施設及び用地の処理等につい
て、関係市町やＪＲ北海道、バス
事業者等と協議を進めていきます。
55

広報ちっぷべつ
令和４年９月
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ＪＲ留萌本線の廃止・
バス転換の合意について

深川・石狩沼田間
令和８年３月廃止
石狩沼田・留萌間
令和５年３月廃止

出展：国土地理院ウェブサイト、地理院地図を加工して作成

第９回ＪＲ留萌本線沿線自治体会議の様子

学習力向上

放課後学習塾を開設

普段は図書館の２階で学習します

◆一人ひとりにあった個別カリ
キュラムで学びをサポート

町内の小学３年生から中学３年
生までの希望者を対象とした放課
後学習塾が８月 日に開講となり、
登録した児童・生徒が現在の学力
を測るテストに取り組みました。
同学習塾は、町立図書館の２階
を会場として毎週火・木・土曜日
の午後４時から８時半までの間開
講され、児童・生徒の目標に合わ
せ最大週３回、１時間から１時間
半程度学習に取り組みます。
塾の内容は、それぞれ目標や学
力に合わせたカリキュラムで個別
指導を基本とし、映像教材も活用
するほか、自習スペースが設けら
れ、受講がない日でも開講時間中
は自習で使うことが可能です。
また、授業料は無料とし、教材
費も年間で千円と、低額で誰もが
利用しやすい金額となっています。
今年度は来年１月まで開講され、
児童・生徒の学びのサポートに繋
がることが期待されます。

●放課後学習塾に関するお問い合わせ先
教育委員会学校教育係 電話 ０１６４ー３３ー２５５５
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広報ちっぷべつ
令和４年９月
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新米普及マラソン大会開催に伴い交通規制を行います
町民の皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

規制期間

令和４年 10 月９日（日） 午前９時 30 分～午後１時まで

注意事項
・沿道で応援や観戦される方は歩道から出ないでください。
・規制時間中は、車両はコースを通行、横断することができません。う回路をご利用ください。
・国道沿いの商店等を利用される場合は、スタッフの指示に従いコース周辺の駐車場等に駐車
してください。
・徒歩や自転車でのコースの横断は可能です。スタッフの指示に従い横断願います。
・規制時間前にコースに駐車している場合は、規制開始までに車両の移動をお願いします。
・市街地のう回路は生活道路（一般道路のうち主に住民の日常生活に利用される道路）となり
ますので車両速度を落とし、安全を確認しながら走行してください。
・緊急車両・路線バスは通行します。
凡例
コース
う回路

スタート / ゴール
ローズガーデン

市街地拡大図

改良区
秩父別駅
相馬通
役場

農協
国道 233 号線

図書館

お問い合わせ

マラソン大会実行委員会事務局

―
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電話 0164-33-2111（内線62）
広報ちっぷべつ
令和４年９月

有森裕子氏講演会のお知らせ
第 11 回秩父別産新米普及マラソン大会にゲストランナーとして
ご参加いただく有森裕子氏の講演会を、次のとおり開催いたします。
マラソン大会に参加しない方でもご参加いただけますので、希望
される方は下記までお申し込みください。
【日
時】 令和４年 10 月８日（土）午後５時～午後６時 30 分
【場
所】 町交流会館
【演
目】「よろこびを力に…」
【対
象】 マラソン大会参加者及び秩父別町民（参加無料）
【申込方法】 申込書に必要事項を記入し提出してください。
※申込書は役場産業課で配布します。
【申込締切】 ９月 30 日（金）
【そ の 他】 申し込みされた方には後日入場券を送付します。

お問い合わせ

マラソン大会実行委員会事務局

電話 0164-33-2111（内線62）

みんなの年末抽選会実施について
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止した
「第 45 回秩父別とんでんまつり」に代え、町民のみなさま
が参加できるイベントとして「秩父別町みんなの年末抽選
会」を実施します。
参加方法、景品の詳細については広報ちっぷべつ 10 月
号でお知らせします。

お問い合わせ

とんでんまつり実行委員会事務局

地域振興券の有効期限は
９月 30 日まで！
まだ使用されていない方はお早めにお使
いください。
見本

お問い合わせ 役場産業課商工係
電話 0164-33-2111（内線63）

広報ちっぷべつ
令和４年９月

―
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電話 0164-33-2111（内線63）

まるごと元気運動教室に参加して
無理なく体力アップしませんか

通称

まる元
運動の専門家が、無理なく「安心」「安全」「科学的」に体力・筋
力アップのお手伝いをします。
こんな方にオススメします！
・歩くのがつらくなってきた方
・膝や腰が痛く激しい運動はできない方
・運動自体が苦手な方
など
新型コロナ予防で巣ごもり生活の運動不足解消にもオススメです！

【対 象 者】 おおむね

60 歳 以上の方

【実 施 日】 毎週 水 曜日開催 （各クラス約 1 時間）
【参 加 料】 月 1,000 円（無料でお試し体験できます）
【場

所】 研修センター（ファミリースポーツセンター内）

【持 ち 物】 上靴・飲み物・タオル・動きやすい服装

運動教室の内容
ご自身の体力に合わせた内容で取り組むことができるよう、
３つのクラスがあります !!

Ａクラス

Ｂクラス

Ｃクラス

立って運動するのはつらい
という方にオススメ

椅子に座った運動だけでは
物足りない方にオススメ

今よりも体力・筋力アップを
したい方にオススメ

11:00 ～ 12:00

13:30 ～ 14:30

9:30 ～ 10:30

主に椅子に座って運動を行
います。

椅子に座って運動＋立って
軽運動を行います。

椅子に座って運動＋立って
運動を行います。

※各クラスの定員は 25 名です。
※運動開始前に血圧測定などを行いますので、お早めにお越しください。

申し込み・お問い合わせ

教育委員会社会体育係
電話 0164-33-2555
役場住民課地域包括センター 電話 0164-33-2111（内線41）

―
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広報ちっぷべつ
令和４年９月

いきいきちっぷ'Ｓ
教えて！

な な い ろ

７ 色 彩 り野 菜 の チ カ ラ

収穫の秋ですね！秩父別町でもつややかで美味しい
お米やカラフルな旬野菜が楽しめる季節になりました。
生活習慣病予防・改善と健康な体づくりに欠かせな
い野菜をシリーズで紹介している「７色彩り野菜のチ
カラ」。第３回目は、バーベキューや料理の彩りに大
活躍する「とうきび」
。夏の日差しをたっぷりと浴び一粒
一粒に甘味と栄養が詰まっています。

特集
３

とうきび

黄系
白系
黒系

７色の
野菜

紫系

目の健康＆疲労回復にも

橙系
オレンジ

赤系
緑系

◆ルテイン

⇒黄色い色素でカロテノイドの一種

①白内障を予防
②紫外線やパソコンの青色の光から目を守る
◆食物繊維 ⇒整腸作用・血糖値やコレステロール値低下
◆ビタミン B1 ⇒糖分をエネルギーに変える、疲労回復
◆ビタミンＥ ⇒強力な抗酸化作用、冷え性・肩こりに効果的
抗酸化作用（酸化を防ぐ）は老化防止に役立
ち（アンチエイジング）、シミやそばかすを
予防（美肌効果）。

とうきびたっぷり
元気ご飯
≪４食分≫

とうきびは世界三大穀物の１つ。
私たちが主に食べている品種“スイー
トコーン”は野菜に分類されます（適
量は成人１本まで / 日）。
いっぽうで、世界で主食として食
べられているとうきびは、品種が異
なり穀物に分類されます。

お弁当・朝ご飯にも！
かんたん☆ごはん♪
１人あたり
エネルギー 294kcal、塩分 1.3g

とうきび・・・・１本～皮をむき長さ半分
包丁で実をそぎ落とす
米・・・・・２合（300g）
酒・・・・・大さじ１（15g）
缶詰でもＯＫ
塩・・・・・小さじ１（５g）
※炊き上がりにバター大さじ１を加えると
更に美味しく仕上がります♡

とうきびの芯を
加えると
甘味が増します！

つくりかた
① 炊飯器の釜に米・酒・塩と水を加え、２合の目盛りまで水を入れる。
② とうもろこしの実をのせて、芯も入れる。炊き上がったら芯を取り出し、さっくりと混ぜる。

お問い合わせ
広報ちっぷべつ
令和４年９月

役場住民課健康推進係 電話 ０１６４－３３－２１１１（内線48）

―
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ふるさと
納税
令和３年度に全国からいただいた寄附金

26,039 件

７億 6,313 万 6 千円

たくさんの応援をいただき、心から感謝申し上げます。
※寄附金の一部は「秩父別町ふるさと納税基金」に積み立て、翌年度以降に計画的
に活用していきます。

●ふるさと納税とは？
「ふるさと納税」の制度は、地方と都市部の税収の差を埋めるために、平成 20 年に始まりま
した。「自分を育んでくれたふるさとを守りたい」「被災した自治体を助けたい」など、さまざ
まな思いを寄附金に託し、自らの意思で直接自治体を応援することができます。
寄附をした人は、その年の所得税および翌年の住民税が控除されるほか、返礼品などを受け
取ることができます。

●秩父別町の返礼品は？
秩父別産米「ゆめぴりか」と「ななつぼし」が人気の返
礼品です。定期配送や無洗米での送付も可能なため、食生
活に合わせたお礼品を選ぶことができます。
ほかにも、町特産品のトマトジュース「あかずきんちゃ
ん」、季節限定の赤肉メロン、天然エゾ鹿肉ジャーキーなど、
お米以外にも町で作られた特産品を返礼品として用意して
います。
発送月を選べる秩父別産米の
「ゆめぴりか」と「ななつぼし」

●寄附金の主な使い道は？
■子育て支援・教育振興
○屋内・屋外遊戯場の管理運営経費
〇ベルパークちっぷべつ屋外警備
〇新婚世帯・子育て支援家賃助成
〇中学校グランドピアノ更新

○屋外施設保守管理
〇キュービックコネクション落下防止ネット設置
〇新婚世帯・子育て支援引越し費用助成
〇小・中学校学習支援員
など

■福祉・医療の充実
○高齢者安全運転支援装置設置補助

○人間ドック追加検診助成

【町外の皆様へ】

など

秩父別町を応援していただきますようお願いします！

町外に在住しているご家族やご親戚の皆様に、ご紹介をお願いします。
ふるさと納税は、インターネットのポータルサイトから申し込みが可能です。
詳しくは町ホームページをご覧になるか次へお問い合わせください。
お問い合わせ 役場企画課企画・まちづくり係 電話 0164-33-2111（内線73）
―
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広報ちっぷべつ
令和４年９月

日本年金機構からお知らせ

年金生活者支援給付金制度について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給
者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）
が実施します。
●対象となる方
◇老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
・65 歳以上であること ・世帯員全員が町民税非課税となっていること
・年金収入額とその他所得額の合計が約 88 万円以下であること
◇障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります
・前年の所得額が約 472 万円以下であること
●請求手続き
◇新たに年金生活者支援給付金を受給できる方
対象になる方には、９月初旬頃から請求手続きのお知らせが届きます。
同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し、提出してください。
令和５年１月４日までに請求手続きが完了しますと、令和４年 10 月分からさかのぼって
受け取ることができます。
◇年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または住民課年金係で請求手続きをしてください。
●日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞い
たり、手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求に関するお問い合わせ先
給付金専用ダイヤル：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）

自賠責保険・自賠責共済のご案内

「自賠責

切れていませんか？」

交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和３年の事故発生件数は約 31 万件、死傷
者数は約 36 万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっ
ています。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすも
のです。
自賠責保険・共済は、すべての車・バイク１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責
任を担保することで、被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
１人ひとりが、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分
に理解・認識することがとても大切です。

自賠責保険・共済未加入での運行は法令違反です！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動
車損害賠償保障法に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけら
れており、自賠責保険・共済なしで運行することは法令違反ですのでご注意ください！

お問い合わせ
広報ちっぷべつ
令和４年９月

国土交通省北海道運輸局旭川運輸支局輸送・監査担当
電話：０１６６－５１－５２７２
―
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アン
の秩父別

野菜
物語

田丸さんは 年前に介護
の仕事を辞め、地元の秩父
別町に戻って来た。理由は
お父さんから農業を継ぐこ
と。
田丸さんはその時、農業
経験もほとんどなかった
が、お父さんが作っている
お米以外の作物を作ってみ
たかった。田丸さんのこだ
わりは一つ。それは秩父別
町で作っている人があまり
4

いない野菜を作ること。そ
して、いつかその野菜を秩
父別町の特産物にしたいと
思ったようだ。そこで、田
丸 さ ん は 私 達 に 出 会 っ て、
選んでくれた。
田丸さんは私達を種屋さ
んから買ってきて、 月下
旬畑に植えて、私達が雪腐
病にならないよう 月の積
雪前に雪腐薬剤を散布して
くれる。厳しい冬を越えて、
春になったら春腐病になら
ないよう４月にもう一度薬
剤を散布する。収穫できる
のは７月だ。全ては手作業
で、ほとんどは田丸さんが
一人でやる。
もちろん、何から何まで

独学だし、他のニンニク農
家さんのところを見学した
りもする。でも、まだ慣れ
ていないのは田丸さんだけ
でなく、私達もそうだ。秩
父別町の先輩野菜達に比べ
た ら、 私 達 は ま だ ま だ だ。
だから、時々緊張して病気
になったり、変な形になっ
たりする。
収穫された私達は根と茎
を切られながら、直径が４
センチ以上あるか、病気が
ないか、変な形をしていな
いかを確認され、加工用ニ
ン ニ ク と し て 出 荷 さ れ る。
秩父別町なら餅菓子と喫茶
日日さんで販売されている。
ちなみに私達は「ニュー

ホワイト六片」という青森
で有名な寒さに強いニンニ
クだ。
収穫された私達の中から
一部を取り、翌年の種にす
る。しかし、その繰り返し
は３年しかできなくて、そ
れ以上使ったら私達が弱っ
てくるといわれている。
だから、病気が多くなっ
たら、翌年は新しい種を迎
えることになる。
私達にとって田丸さんは
ただのニンニクの農家では
ない。彼は、臭いが強いと
いう私達の特徴を気にせず、
私達のことを大事にしてく
れる恩人だ。
私達はいつか田丸さんの
意志に応えて、秩父別町の
特産物のブロッコリー先輩
に負けないよう頑張りたい
と思っているから、みんな
も応援してくれたら嬉しい。
これから、よろしくね。

語り手
田丸さんちのニンニク達

第四話
「ニンニクの意志」
おわり

広報ちっぷべつ
令和４年９月
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第四話
「ニンニクの意志」
私達は白い布団の中にい
る。その毛布をめくらない
と 私 達 に 会 え な い。 で も、
香りが強いから、めくる時
は覚悟してね。私達のこと
が好きかどうかは、その香
りで判断される。
自分が発する臭いで自信
をなくして、いつも白い毛
布の中にいるが、私達が人
の健康にいいことには自信
がある。
そう、私達は人間ではな
く、野菜のニンニクだ。
私達の親戚の多くは道外
にいるが、私達は今、秩父
別町という日本の寒い北海
道の小さな町に住んでいる。
ここにやってきたのは 年
前で、連れて来てくれたの
は田丸さんという若い農家
さん。
4

水道の漏水にご注意ください
以下の場合は、漏水の疑いがあります。
①

使い方は変わらないのに、毎月の水道使用量が増えている。
※毎月の検針票をご確認ください。
水道を使っていないのにトイレや蛇口の近くで音がする。
晴れの日が続いているのに、敷地内に水たまりができている。
水圧が急に弱くなった。 など

②
③
④

ココを確認

漏水の確認方法
① 蛇口を全て閉め、水道を使用していないことを確認する。
② 建物の外壁に付いている水道メーター表示器を確認する。
下記の場合、漏水している可能性があります。
・漏水マーク（水滴マーク）が点滅している。
・メーター数値が少しずつ動いている。
※漏水を発見した場合は、すぐに水道工事業者（公営住宅の場合は役場）に連絡し、
修理を依頼してください。
※水道メーター器通過後の漏水調査・修理費用は全額個人負担となります。
※漏水した水道料金は個人負担となりますが、状況によっては申請により軽減できる
場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

役場建設課上下水道係

電話 0164-33-2111（内線94）

ちっぷべつ地域おこし協力隊 活動日記 vol.16
こんにちは！地域おこし協力隊の森瑞稀です。
昨年度なつみの里で育てた無農薬の大豆を使って、7 月に町内の小学生と
豆腐作りを行いました。
見たことのない機械や大釜を使っての豆腐作りは、子どもたちにとって新
鮮だったようで、どんな作業も「やってみたい！」と積極的に行動してくれ
ました。手が空けば「次は何するの？」と、使った調理器具の後片付けもし
てくれました。そのおかげで作業がスムーズに進み、本当に助かりました。
また、今回は保護者の方も参加してくださり、みなさんで 30 丁の豆腐を
作りました。
夏休みのいい思い出になってくれたらすごく嬉しいです。

広報ちっぷべつ
令和４年９月

―
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地域おこし協力隊
Facebook
Instagram
TikTok
はコチラから

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、総務課広報係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 ０１６４－３３－２１１１（内線 32・34 番）
・メール kouhou@chippubetsu.jp

７
30

町高齢者事業団
道路清掃ボランティア

お盆に通行者が増える町２条東１丁目の道
路をきれいにしようと、町高齢者事業団（大
池豊会長）のボランティアによる道路清掃が
行われました。作業は、歩道と車道の間に生
えている草を、草刈り機を使い刈り取り、１
時間程度で道路がきれいになりました。

８
１

平和を願い
第 36 回戦没者追悼式開催

第36回戦没者追悼式が秩父神社境内忠魂碑
前で行われました。遺族会会員や各団体長な
ど35名が参列し、戦争で尊い命を落とされた
方々を偲び、町長が式辞、遺族会の代表が追
悼の辞を述べた後、参列者による献花を行い、
故人のご冥福と平和を祈りました。

８
５

認定こども園くるみ
七夕お楽しみ会開催

認定こども園で七夕お楽しみ会が行われま
した。お遊戯室に設置された柳の木には願い
事が書かれた短冊が飾られ、先生から出店の
チケットを受け取った園児たちは、お菓子す
くいやスーパーボールすくい、輪投げなど、
お祭りの雰囲気を楽しみました。

―
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広報ちっぷべつ
令和４年９月

８
８

秩父別の食材を味わって
こども園に野菜など寄贈

秩父別青果蔬菜園芸振興協議会（宮西貴志
会長）から認定こども園くるみの園児たちに
メロンやブロッコリーなど秩父別で採れた食
材が寄贈されました。いただいた食材は、後
日給食でサラダやデザートとして振舞われま
した。

８
18

先祖が眠るお墓をきれいに
まちづくり協働隊墓地清掃

まちづくり協働隊（東敏治代表）によるボ
ランティアの清掃活動が秩父別墓地で行われ
ました。当日は一般参加の方と隊員38名が集
まり、お墓に残された仏花や供物を回収した
ほか、通路等に落ちているごみを拾い、敷地
内をきれいにしていただきました。

８

故 髙鶴光雄さんに対し
26 「特旨叙位（従六位）」授与

去る６月12日に亡くなられた名誉町民の故
髙鶴光雄さんに「特旨叙位（従六位）」が授
与され、次男の髙鶴公人さんに町長から伝達
しました。また、髙鶴公人さんから町に「生
前父が町に大変お世話になりました」と100
万円のご寄附をいただき、ご厚意に深く感謝
し、有効に活用させていただきます。

８
31

実りの秋へ向け
秋の水天宮祭・断水式開催

滝の上水源地で秋の水天宮祭と断水式が開
催されました。祝詞奏上のあと境谷土地改良
区理事長や来賓・役員の方々による玉串奉て
んを行い、五穀豊穣と収穫までの無事を祈り
ました。

広報ちっぷべつ
令和４年９月

―
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キョウイクツウシン

水辺の安全教室
～ 楽しく安全に水を楽しむ ～

８月12日、Ｂ＆Ｇ海洋センターでＢ＆Ｇセン
ターインストラクターによる水辺の安全教室が
行われました。
ライフジャケット、ペットボトル、サッカー
ボールを使用して水に浮く体験の後、水上アク
ティビティのＳＵＰ（サップ）を体験しました。

Board of education

ライフジャケットと
ペットボトルで浮いてみよう

ミニバス全道大会出場
～ あきらめない心で ～

何回も練習したシュート
きれいな放物線を描いて

バランスをとって
サップを漕いでみよう

７月22日、秩父別町・妹背牛町・沼田町合同
のミニバスケットボールクラブ「ソル・ベルテ」
が教育委員会を訪れ、旭川市で行われる全道大
会「第１回北海道ミニバスケットボールサマー
フェスティバル IN ASAHIKAWA」に出場するこ
とを教育長に報告しました。
７月30日・31日に開催された試合では、惜し
くも敗れてしまったものの、今後に繋がる充実
した試合内容となりました。

新英語指導助手アビゲイルさん着任
８月３日に英語指導助手として、アビゲイル・ターリーさんが着任 elcome to Chippubetsu
W
!
しました。アビゲイルさんはアメリカ合衆国出身で、ノーザン・ケン
タッキー大学を卒業され、岐阜大学への交換留学で１年間日本で学ば
れたこともあります。
★アビゲイルさんからのコメント★
秩父別町は涼しいけれど、町民の皆さんはとても温かいと思います。
これから、まちと町のやさしい皆さんと仲良くなれることを楽しみにし
ています！

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、ボランティアで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
★楽しいことが好きな方
★物作りが好きな方 ★子どもと関わることが好きな方
★新しい事にチャレンジしたい方
興味をお持ちの方は、お気軽に図書館までご連絡下さい。
【お問い合わせ】 秩父別町図書館 電話（0164-33-2220）

―
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広報ちっぷべつ
令和４年９月

キョウイクツウシン

姉妹町交流事業
～ 綾川町のみなさん ようこそ秩父別 また来て秩父別 ～

広報８月号で、姉妹町交流事業として７月26日から29日にかけて綾川町の児童・
生徒が来町したことをお知らせしましたが、その交流の様子をご紹介します。

１日目（7/26）

歓迎式
夕食にみどナポを
食べた後、
アイスブレイク
ミニトマトの
収穫体験

２日目（7/27）

ひまわりの里見学
除雪ステーション
見学

伝筆体験
夕食後には
ナイトウォーク

小中学校
見学

３日目（7/28）
美瑛「青い池」見学

アイスパビリオン見学

４日目（7/29）

お別れ式

旭山動物園見学

○ 教育通信に関するお問い合わせ先 ○
教育委員会社会教育・社会体育係 【電話０１６４－３３－２５５５】
広報ちっぷべつ
令和４年９月

―
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中央西

飯沼

田丸

ハナ子

孝
歳

歳

おくやみもうしあげます
年齢
町内名 氏
名

旭
（敬称略）

81 88

◆◇ 戸籍の窓 ◇◆
令和４年
８月末日
現在
８月中の動き

人

口 ２，３０３人（－２人）
男
１，０７６人（－２人）
女
１，２２７人（±０人）
世帯数 １，１０５戸（＋２戸）
出生
転入

０人・死亡
８人・転出

３人
７人

旭川弁護士会
巡回無料法律相談の実施について
下記のとおり弁護士による無料法律相談を実施します。
身近に法律に関する問題がありましたら、お気軽にご相談ください。
開催日時：令和４年９月 26 日（月）午後１時 30 分～４時
相談時間：１件 30 分（先着順で予約制です）
※当日空きがある場合は受付します。
開催場所：役場２階小会議室
相 談 例：借金・離婚・交通事故など
予約窓口：役場総務課広報係
電話 0164-33-2111（内線 32）

北海道地域防災マスター認定講習開催のお知らせ
北海道では、地域防災力の向上を促すため、平成19年度から各地域において「北海道地域
防災マスター」の育成及び認定を推進しています。
「北海道地域防災マスター」とは、防災に対する心構えなどを多くの方に知ってもらうため、
ボランティアにより地域の防災活動に取り組んでいただいたり、災害時には地域の防災リー
ダーとして活躍していただく方です。
認定を受けるためには、認定講習の受講が必要です。受講は無料となりますので、希望さ
れる方はこの機会にお申し込みください。
【岩見沢開催】
【新十津川開催】
日時 令和４年10月30日（日）
日時 令和４年11月６日（日）
午前10時30分～午後４時30分
午前10時30分～午後４時30分
場所 空知総合振興局
場所 新十津川町農村環境改善センター
申し込みは空知総合振興局ＨＰをご覧になるか、役場総務課防災係までご連絡ください。
https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/119632.html
役場総務課防災係 ０１６４－３３－２１１１（内線32・34）

■発行・編集／秩父別町総務課広報係 〒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４年９月９日（月１回発行）
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