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3 月 22 日、中頓別小学校から 17 名の
卒業生が巣立っていきました。
6 年間通い続けた学び舎で、思い出を
懐かしみながら、一人ひとり誓いの言葉
を述べました。

教育行政執行方針
平成 27 年度は
主要重点政策を 5 つに

平成 年度第 回中頓別町議
会定例会の開会にあたり、中頓
別町教育委員会の所管行政に関
わる主要な方針について申し上
げます。
今日、我が国においては、少
子高齢化の急速な進展に伴う人
口減少対策や世界経済との結び
つきへの迅速な対応、地域経済
の回復、財政健全化など数多く
の課題を抱えており、その解決

に向けた取り組みが急務となっ
ています。
教育においては、いじめや体

迅速に対処できていないなどの
課題を解決するため、教育委員
会制度の大幅な改正がなされま
した。
教育の役割は、個々人の潜在
能力を最大限に引き出して、互
いに認め合い、社会に貢献しな
がら自己実現を図ることにより、

一人一人の人生が幸福でより良
く生きられるようにするための
手だてを提供することにあると
言われております。
教育委員会は、経済社会情勢
の変化や教育における今日的課
年

題、さらに国における教育改革
の動向などを踏まえ、平成

生を幸福に過ごすことができ

るよう、社会で自立していく

ために必要となる基礎的な力

を身につけさせることにあり

ます。

これからの社会を担う子ど

もたちが、個性や能力を最大

限に発揮しながら、自立した

人間として生きていけるよう、

基礎的な資質・能力を十分身

に付けさせるとともに、社会

の変化に対応した実践的な力

を育成する教育を推進します。

確かな学力の育成をめざす

教育を推進するため、授業改

善と家庭学習を含めた望まし

い生活習慣の定着を図り、学

校・家庭・地域が一体となっ

た学力向上の取組を進めると

ともに、全国学力学習状況調

査や学力テストなどの結果に

おいて明らかになった課題を

解決するため、各学校では

「学力向上プラン」を作成し、

学習意欲を高める授業の工夫

慣の確立など、子ども一人一

をはじめ、学習習慣・生活習
第一は、「社会で活きる実践

人の学力の向上に努めてまい
一人一人が将来においてその

育成を推進するため、すべて

コミュニケーション能力の

ります。
可能性を開花させ、自らの人

学校教育の役割は、子ども

的な力の育成」についてです。

１１ 社会で活きる実践的な力の育成

重点政策について申し上げます。

次に、平成 年度の主要な

町 教育推進計画」を策定します。

するため、「平成 年度中頓別

の基本的な理念や目標を明確に

度以降の中頓別町がめざす教育
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罰を始めとした教育現場を取り
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巻く問題に現行の教育行政では
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語に関する能力の向上を図る

の教科の学習の基盤となる言

階における外国語教育の充実

を深めるとともに、各学校段

性を育むため、学校・家庭・

ともに、社会性や豊かな人間

る心や思いやりの心を育むと

の充実に努めてまいります。

とコミュニケーション能力の
未来を生きる子どもたちが

読書活動は、子どもが言葉

とともに、相手の考えや意見
や意見を適切に伝えることの

社会の変化に柔軟に対応がで

を学び、感性を磨き、表現力

地域が一体となった道徳教育

できる、他者や社会との豊か

きるよう、学校・家庭・地域

を高め、想像力を豊かなもの

育成に努めてまいります。

な関係を築くための能力の育

が連携した情報教育、環境教

にし、人生をより深く生きる

を正しく理解し、自らの考え

成に努めてまいります。

育、産業教育の充実に努めて

力を身に付けていく上で欠く

特別な教育的支援が必要な

まいります。

よう校内体制の充実を図ると

め細やかな教育が実施される

た適正な学習機会の確保とき

め、個々の教育ニーズに応じ

力や態度を育成するキャリア

していくために必要となる能

が社会人・職業人として自立

観を培うため、将来一人一人

子どもたちの勤労観・職業

に努めてまいります。

ことができるよう、環境整備

て、自主的に読書活動を行う

る機会とあらゆる場所におい

め、すべての子どもがあらゆ

ことができないものであるた

子どもの指導を充実させるた

ともに、関係機関と横断的に

教育の充実に努めてまいります。

学校における多様な体験活

動を推進するため、特別活動

深める学習の工夫を図るとと

もたちがふるさとへの愛着を

ての学ぶ機会を設定し、子ど

育むため、地域の先人につい

ふるさとへの愛着や誇りを

地域が連携しながら、心身の

長していくため、学校・家庭・

し、ともに支え合いながら成

子どもたちが、互いを尊重

な体の育成」についてです。

第二は、
「豊かな心と健やか

なる理由があろうと、絶対に

いじめは、「人間として、いか

いります。

た体験活動の充実に努めてま

めながら、発達の段階に応じ

学校・家庭・地域の連携を深

め、各教科などに位置付け、

２２ 豊かな心と健やかな体の育成

連携し、継続的、総合的に支
援教育に対する共通理解を深
め組織的な支援体制の充実に

もに、地域の自然や文化、観

健やかな発達と調和のとれた

ゆるされない」という強い姿

や総合的な学習の時間をはじ

光を含む産業などの教育資源

たくましい子どもを育成する

努めてまいります。

を活用した体験活動の充実に

子どもの発達段階に応じた

にもどの学校においても起こ
り得る」という認識に立ち、

勢をもちながら、「どの子ども

国際理解教育を充実させる

規範意識や自尊感情などの基

未然防止、早期発見・早期対

教育を推進します。
ため、自国はもとより外国の

本的な倫理観、命を大切にす

努めてまいります。

歴史や文化、伝統などに理解
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体験活動を通しての学習会
英語指導助手による英語教室

習・生活の場であるとともに、

学校施設は、児童生徒の学

生活を送れるよう、地域と連
地域のコミュニティの拠点で

子どもたちが安心して学校
携・協力した防犯教育や避難

あり、非常災害時には地域住

応に重点を置いた指導体制の
健やかな体の育成には、健
訓練などを実施し、安全学習

民の応急避難場所ともなるた

充実に努めてまいります。
康維持は勿論のこと、子ども
や危機管理体制の充実に努め

的に参加できるよう努めてま

いります。

４ 地域全体で子どもたちを
まもり育てる体制づくりに推進

第四は、「地域全体で子ども

たちの活力や気力など学ぶ意

たちを守り育てる体制づくり

め、その安全性を確保するこ
とは極めて重要であることか

の推進」についてです。

核家族化や地域的なつなが

ども館、小学校、中学校が連

伸ばす教育を推進するため、こ

子どもの能力・個性などを

全体で子どもたちを守り育て

社会の結びつきを深め、地域

ることを踏まえ、家庭と地域

教育力の低下が指摘されてい

りの希薄化などを背景とした

携して、進学時における学習

る体制づくりを推進します。
ども館、小学校、中学校の円
滑な連携・交流に努めてまい

で以上に子どもに正面から向

いことから、教職員がこれま

育を直接携わる教職員の資
質・ 能力によるところが大き

学校教育は、児童生徒の教

提供し、家庭の教育力の向上

関する学習情報・学習機会を

が図られるよう、家庭教育に

け、心身の調和のとれた発達

とから、家庭において子ども

一義的な責任を有しているこ

き合いながら、子ども一人一

に努めてまいります。

究会や研修会に教職員が積極

の充実に努めるほか、各種研

度指導などのきめ細かな指導

に、指導方法工夫改善、習熟

質・能力の向上を図るととも

とができるよう、教職員の資

自由な交流の場として活用で

図るとともに、子育て家庭が

ける子育て相談機能の充実を

談できるよう、こども館にお

みなどを、だれもが気軽に相

幼児期における子育ての悩

が望ましい生活習慣を身に付

人の成長・発達に寄与するこ

ります。

家庭は、子どもの教育に第

のつまずきをなくするなど、こ

してまいります。

別中学校の整備を迅速に対応

ら、老朽化などの著しい中頓

てまいります。

校づくりに努めてまいります。

送ることができる特色ある学

童生徒が意欲的に学校生活を

多様な教育活動を展開し、児

を生かしながら、特色のある

然環境や人材などの教育資源

ともに、地域にある豊かな自

に対する説明責任を果たすと

営の改善や保護者や地域住民

校が組織的・継続的にその運

確にし、学校評価を通じ、学

や課題解決に向けた重点を明

校長が学校経営のビジョン

ます。

頼される学校づくりを推進し

域社会と連携協力していく信

校運営に反映させ、家庭や地

住民の意見や要望を的確に学

推進するため、保護者や地域

地域に開かれた学校づくり

くりの推進」についてです。

第三は、
「信頼される学校づ

３３ 信頼される学校づくりの推進

欲に大きくかかわることから、

体育・保健授業の充実や行事
などを通じた体力の向上に努

めるとともに、家庭や地域、
各団体と連携を図りながら望
ましい体力・運動能力の向上
に努めてまいります。
朝食欠食や不規則な食事な
ど、子どもたちの食生活の乱
れが学習意欲や健康に様々な
影響を与えていることが指摘
されていることを踏まえ、子
どもたちに食に関する正しい
知識と望ましい食習慣を身に
付けさせ、健康な食生活を実
践できる資質・能力を育むと
ともに、安全・安心な学校給
食の提供に努めてまいります。
児童生徒が発達段階に応じ
て、性や薬物など健康に関わ
る問題に対する正しい知識や
規範意識を確実に身に付けさ
せるため、学校・家庭・地域
が相互に連携を深めながら、薬

物乱用防止、健康教育の充実
に努めてまいります。
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努めてまいります。
学校・家庭・地域の連携に
よる教育支援活動を推進する
ため、本年度も引き続き、地

いります。
子どもたちの読書への関心
を高めるため、児童書の充実
を図るとともに、本とふれあ
う機会を拡充し、絵本にふれ
るきっかけづくりの「ブック
スタート」や本の読み聞かせ
などにご協力をいただいてい
るボランティア団体との連携
により、地域全体で読書活動
に努めてまいります。
全国各地で、登下校中の子
どもが巻き込まれる交通事故
や不審者による声かけ事案が
発生していることから、子ど
もを犯罪被害などから守るた
めに通学路の安全対策を充実
させるとともに、子ども安全
パトロール隊の協力をいただ
きながら、地域ぐるみの安全
対策に努めてまいります。

地域の特色を生かし、いつ
でも、どこでも自由に学ぶこ
とができる場や機会の充実を
図り、学んだ成果を活かすこ
とのできる中頓別町らしい生
涯学習社会を推進します。
高齢者が、豊富な人生経験
や知識・技能が地域社会で活
かされ、主体的な学習や社会
活動が行えるよう、健康や生
きがいなど 高齢者の要望に合
わせた学習内容の充実や多く
の仲間で楽しめるサークル活
動を奨励するとともに、それ
ぞれの活動の成果を発表する
機会の提供に努めてまいります。

スポーツは、体力の向上や
健康づくりにおいて、家族や
地域の絆を深め、生きがいの
ある人生、明るい生活を日常
の中で送る上で大きな役割を
果たしており、町民の皆さん
一人一人がスポーツに親しめ

町民の皆さん一人一人が心豊

かに潤いのある生活を送るた

め、文化芸術に触れる機会の

提供に努めるとともに、各団

体が主体的に行っている創作

活動や日常的に練習を行なっ

ている文化芸術活動の成果を

発表する場を設け、各文化芸

術団体などの自主的な活動を

支援してまいります。

道指定天然記念物中頓別鍾

乳洞をはじめ、町の歴史や風

土の中で育まれ、継承された

文化財などの保護、伝承、活

用に努めるとともに、郷土資

料館には、先人が残した貴重

な資料が展示されていますの

で、この貴重な資料の保存を

続けるとともに、教育的活用

年度の教育行

など効果的な運用に努めてま

いります。

以上、平成

種スポーツ教室や大会を開催

議員各位のご理解とご協力を

町民の皆さん並びに町議会

政の執行に関する主要な方針
第五は、
「中頓別町らしい生

し、子どもから高齢者までス

お願い申し上げ、平成

る環境づくりを目指すため、関

涯学習社会の実現」について

ポーツを通じた心身の健康づ

の教育行政執行方針といたし

５５ 中頓別町らしい
生涯学習社会の実現

です。

くりに寄与するとともに施設

ます。

について申し上げました。

町民の皆さんが生きがいと

の有効利用と適切な維持管理

係団体と連携を図りながら、各

ゆとりを持って生活を送るた

に努めてまいります。

年度

めに、自然や文化、伝統など、

27

域コーディネーターを配置し、

地域住民の支援をいただきな
がら「学校支援地域本部」、「放

課後子ども教室」、「家庭教育
支援」事業の充実を図ってま

5
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北海道指定天然記念物である中頓別鍾乳洞

絵本と音楽を合体
3 月 6 日、こどもセンターでは千歳市から招いた道
内唯一の絵本パフォーマー岸田典大さんが、絵本と音
楽を組み合わせたパフォーマンスを披露してくれまし
た。岸田さんは、音楽に合わせ 11 冊の絵本を読み聞
かせ、集まった園児・児童・保護者約 70 名は、独特
な世界に魅了されました。
観覧者からはアンコールが湧き上がる場面もあり、
盛り上がった 1 時間となりました。

6

思いを述べる受講者

地元のオンリーワンを見い出そう！

月 日、役場大会議室
では、活気あるまちづくり
を志す町内在住の独身男女
を対象とした「トーク＆ワー
ルドカフェスタイル研修会」

（まちづくり推進課主催）

が開催されました。 講
師 は、グリーンツーリズム
の研究家で、道内外で食と

観光のプロデューサーや
大 学・企業・自治体で講演・
研修講師を務めるかたわ

ら、新聞・雑誌の連載コー
ナーを持つなど多方面で活

躍しているかとうけいこさん。

かとうさんは、
「地域特
性を活かし来訪者にそれを
提供・体験してもらうこと
により価値残る 勝
( ち残る )
ことを目指してほしい。ナ
ンバーワンを求めるよりオ
ンリーワンを求めるべき」
と、個性を重視する大切さ
を集まった 名の受講者に
語りかけました。
最初は緊張し無口であっ

た男女も、グループ討議

を通じて次第にうち解け、
中頓別の良さ（オンリーワ
ン）について各々の思いを
語り合いました。
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3

注意力を高め事故回避
3 月 9 日、町介護福祉センターで高齢者を対
象とした冬の交通安全教室が開かれ、集まった
老人クラブ連合会 ( 会長 小林嘉治さん ) の会員
約 30 名は、講師の中頓別駐在所 向江則人所長
から、冬道運転に対する注意事項を熱心に聞い
ていました。
向江所長は「冬期間の道路条件は、視界が狭
く道路が滑るなど夏期間と比べ注意することが
多くなる。また、年齢を重ねるごとに判断速度
が鈍くなるので、より安全な行動をとるよう心
掛けてほしい」と呼び掛けました。
6

園庭で駆け回り雪遊び体験

月 ～ 日、そうや自然学校で
「木登り＆冬キャンプ体験」が行われ、
小学生 人が雪遊びを満喫しました。
東川町の山岳ガイド鳥羽晃一さん
が講師となりロープを使った木登り
を教えてくれました。木には最大で
ｍ程の高さまで登ることができ、頂
上まで登りきった参加者は「とても
高くて楽しい！」と目を輝かせてい
ました。
夜は焚き火や星空観察を行い、校
庭にテントを張って宿泊。中には雪
洞内での宿泊に挑戦した参加者がい
て、初めての雪洞泊は「思ったより
暖かくてぐっすり眠れた」と嬉しそ
うに語っていました。
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雪解け進む林道を走破
教育委員会主催の歩くスキー遠足が
3 月 29 日行われ、
20 名が参加しました。
敏音知豊国橋からスタートし、山林
道を約 3ｋｍ歩き、ゴールはピンネシ
リ温泉に。参加者は、春の風を感じな
がら普段なかなか歩けない道を散策で
き、疲れを見せながらも今年度最後の
イベントに参加でき大満足。
中頓別の大自然を身体中で感じた、
貴重な一日となりました。

7

冬だけどあったかキャンプを体験

3 月 4 日、こども館・そうや自然学校との連携
事業「森のこども園」がこども館園庭で行われ、
3・4・5 歳児 28 名が雪遊びを楽しみました。
最初に行った雪遊びゲームは、雪上の旗を取り
早さを競う「スノーフラッグ」で、3 歳・4 歳児
それぞれ 2 組に分かれて行われました。
途中、足が雪にはまり、転んでしまった園児
もいましたが、皆さん最後まで諦めず懸命に走
りました。また、雪上に隠されたカラーボール
を探す「宝探しゲーム」では、なかなかカラーボー
ルを見つけられず時間がかかってしまう園児もい
ましたが、職員の手助けで無事に見つけることが
でき、「あった！」と嬉しそうにボールを拾って
いました。

無事故で終了しました
昨年 12 月 20 日にオープンした寿ス
キー場が、3 月 15 日にシーズン終了を
迎えました。今シーズンは積雪量が少
なく 3 ヶ月間の稼働でしたが、たくさん
の利用客があり、また、無事故で終え
られたことに管理運営を託されている
㈲中頓別振興公社も一安心。
寿スキー場をご利用していただき、あ
りがとうございました。来シーズンも、
ご利用よろしくお願いいたします。
スキー場上級斜面には、シーズン終了後にペイントが施されました。

年間の義務教育を終え

9
月 日、中頓別中学校で第 回
卒業証書授与式が行われました。
名の卒業生は在校生や父母の
見守る中、卒業証書を受け取り一人
ひとり感謝と誓いの言葉を述べ、最
後の義務教育の日を終えました。
3

14

13

68

小学校でも勉強頑張るよ！
3 月 28 日、認定こども園では第 42 回卒
園式が行われ、10 名の園児は通い続けた
こども園に別れを告げました。
保護者が見守る中、遠藤美代子園長か
ら一人ひとりに卒園証書が手渡され、感
極まり泣き出してしまう園児も。
式終了後には、園児から感謝の気持ち
を込めて先生らにカーネーションが贈ら
れ、今日まで見守り続けた先生は卒園児
よりも号泣していました。
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月 日、役場大会議室で自治記
念式が行われました。 記念式では、
職務を通じて町勢の伸展に寄与した
町民で、他の模範となるべき功績の
ある 名の方に、野邑町長から感謝
状と記念品が贈られました。

□教育功労
内田 貞代さん
平成 13 年 5 月から 13 年 7 ヶ月に
わたり、教育委員として教育行政の振
興に貢献。

4

4

1

□自治功労
故 三浦 義一さん
平成 24 年 1 月から 2 年 6 ヶ月に
わたり、代表監査委員として監査行政
の振興に寄与。

□自治功労 故 坂本 登喜美さん
平成 16 年 6 月から 10 年 6 ヶ月に
わたり、固定評価審査委員として自治
振興に貢献。

□社会福祉功労 三浦 玲子さん
平成 19 年 2 月から 7 年 1 ヶ月に
わたり、民生委員として社会福祉行政
の振興に貢献。

平成 27 年度中頓別町地域づくり活動支援事業を募集します！
地域特性や地域資源を活かした地域づくりを推進する活動に対して補助金を交付します。
申請を希望される方は、次の事項を確認の上、期日までに事業実施計画書及び予算書などの
必要書類を提出願います。詳しくは、まちづくり推進課までお問い合わせください。
□補助対象者

中頓別町内に住所を有する個人及び団体

□補助対象事業

(１) 保健、福祉、医療に関する事業
(２) 教育、文化、スポーツに関する事業
(３) 農林水産業、商工業、観光の振興に関する事業
(４) 環境保全及び創造、景観に関する事業
(５) 移住・交流の推進に関する事業
(６) その他、地域振興に関する事業
※申請しようとする事業が、町の他の補助金等の対象となる場合はそちらが優先されます。

□補助対象経費

補助対象事業に要する経費のうち、人件費、食糧費、土地の取得に関する
経費を除いた経費となります。
なお、国又は北海道の補助金若しくは他の事業団体から助成金等を受けて
いる場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から除くこととします。

□補助金の限度額等

補助金は、補助対象経費の２分の１以内とします。
補助金の額

□１次募集締切日
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□問い合わせ先

上限額

下限額

単位

1,000 万円

10 万円

1 万円

交付率
補助対象経費の
２分の１以内

平成 27 年 5 月 29 日（金）まで。
※上記締切日以降に申請がある場合でも、その都度受け付けますので問い
合わせ先までご相談ください。
役場まちづくり推進課（☎6-1111）

永年の労苦に感謝状

【表彰者】

3 月定例会で可決された「中頓別町介護保険条例の一部を改正する条例」により、
平成 27 年 4 月 1 日から保険料額が変更になります。
第 1 号被保険者の保険料は、3 年毎に見直しを行い、平成 24 年度から平成 26
年度 ( 第 5 期 ) の基準額「月額 4,000 円」を、平成 27 年度から平成 29 年度 ( 第
6 期 ) は「月額 4,500 円」とし、本人の所得や世帯の所得により 9 段階に設定し
ました。
これは、本町の今後 3 年間の介護サービス費用が賄えるよう、過去の保険料の
実績を勘案し算定したものです。

（

（

介護保険料は、第 1 号被保険者 (65 歳以上 ) と第 2 号被保険者 (40 歳以上 64 歳までで
職場の健康保険及び国民健康保険に加入している ) が納付することになっています。

保険料の区分等一覧表
区

対

分

象

者

保険料の算定

(新)保険料年額

基準額× 0.5

27,000 円

基準額×0.75

40,500 円

基準額×0.75

40,500 円

基準額× 0.9

48,600 円

基

額

54,000 円

基準額× 1.2

64,800 円

基準額× 1.3

70,200 円

基準額× 1.5

81,000 円

基準額× 1.7

91,800 円

・生活保護被保護者
・世帯全員が町民税非課税の老齢
第 1 段階

・福祉年金受給者
・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等
80 万円以下

第 2 段階

第 3 段階

第 4 段階

第 5 段階
第 6 段階
第 7 段階

第 8 段階
第 9 段階

・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等
80 万円超 120 万円以下
・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等
120 万円超
・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ
本人年金収入等 80 万円以下
・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ
本人年金収入等 80 万円超
・町民税課税かつ合計所得金額 120 万円未満
・町民税課税かつ合計所得金額 120 万円以上 190
万円未満
・町民税課税かつ合計所得金額 190 万円以上
290 万円未満
・町民税課税かつ合計所得金額 290 万円以上

介護保険は、加齢等に伴っ
て、心身の変化に起因する疾
病等により要介護状態となり、
日常生活の介護、看護及び療
養士の管理、その他の医療を
要する者等について、町民が
自立した日常生活を営むこと
ができるよう、必要な保健医
療サービス及び福祉サービス
に係る給付を行うため、介護
保険制度を設け、その行う保
険給付等に関して必要な事項
を定め、保健医療の向上及び
福祉の増進を図ることを目的
としています。
□要介護状態とは
介護サービスを利用するに

は、町の地域包括支援センター

で要介護認定の申請を行い、認

定を受けた者。さらに、 区
分の認定に分けられ、その区
分によって、受けられるサー
ビスが異なります。
7
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ALT 徒然日記を本号より、現 ALT( 英語指導助手 ) のパショーン ダリン ヒデオさん
が担当していきますので、よろしくお願いいたします。

ダリンさんの徒然日記
April Article
Aloha, everyone! It has been seven months since coming to Nakatombetsu and I have experienced
many things in Hokkaido, especially my first winter in the coldest part of Japan. Everyone had told
me this winter was warmer than usual. I think it’ s because I brought the warmth and the Aloha
spirit from Hawaii. This February, I went to the Snow Festival in Sapporo and met with other Hawaii
ALT friends teaching in Kyushu and Okinawa. I also learned how to ski. At first, I was so scared to
ski down the slopes of Kotobuki, that it took me about an hour and a half to reach the bottom.
After a few trials, I was able to ski down in less than 25 minutes. I had a great first winter experience
in Hokkaido. Spring in Nakatombetsu is nearing and soon the start of the new school year will begin.
The snow has been melting, but still lingers and the weather has been getting warmer. In Japan,
April is the start of the new school year – a new beginning, a fresh start. In Hawaii and America, the
school year is about to end. The school year begins in August or September and ends in May or June.
Students have a long summer vacation. They take family vacations, go to summer school, or go to
summer camp. Soon, I will be starting a new school year and I am looking forward to my new English
classes. I am ready to take on new challenges for the coming year! I’ m ready to do my best!
アロハ！みなさん！私が中頓別町に来て７ヶ月が経ちました。 そして、 この北海道の地で、 多くの素晴ら
しい経験をすることができました。 特に驚いたのは、 日本で一番寒い冬を経験できたことです。 皆は私に 「今
年の冬はいつもより暖かい」 とよく言いました。 私が思うには、 それはきっと私がハワイから暖かさとアロハ精
神 ( アロハ・スピリット ) を運んできたからだと思います。 私の冬の思い出をいくつか紹介します。 この 2 月、
私は札幌雪祭りに行きました。 そして、 九州や沖縄で英語を教えている ALT の友人たちに会いました。 ま
た、 私はスキーにも挑戦しました。 初めはとても怖かったので、 寿スキー場の坂を下まで滑り降りるのに 1
時間半かかりました。 しかし、 何度か滑っているうちに、 ２５分かからずにふもとまで滑り降りることができるよ
うになりました。 私の北海道での初めての冬は、 本当に素晴らしい思い出ばかりです。 中頓別の春は、 すぐ
そこまで来ています。
もうすぐ、 新学期が始まります。 まだ雪は残っていますが徐々に溶けてきていますし、 天候も暖かくなって
きています。 日本では 4 月が “新学期”、 “新たな始まり”、 “再出発” となりますが、 ハワイやアメリカでは
4 月は “学期末” となります。 新学期は 8 月か 9 月です。 そして 5 月か 6 月に学期が終わります。 その
後、 学生達には長い夏休み （サマーバケーション） があり、 彼らは家族と休暇を過ごしたり、 サマースクー
ルに行ったり、 サマーキャンプに行ったりします。 もうすぐ私にとっての新学期が始まります。 私は新しい英語
の授業をすることがとても楽しみです。 私はもうすでに、 新学期に向けての新たな挑戦の準備ができて
います。 それではみなさん、 がんばりましょう！
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円滑な事業を目指して
子ども・子育て会議委員会 ( 会長 中頓別小
学校 笹原秀泰校長 ) は、3 月 2 日、野邑町長
から諮問を受けた「子ども・子育て支援事業
計画」の策定が終了し、答申書を提出しました。
また、同日、保健福祉審議会 ( 代表 社会福
祉協議会 荒木謙蔵会長 ) も「障害福祉計画」「介
護福祉計画」の策定が終了し、答申書を提出。
あわせて、さらなる子ども・子育て支援と
福祉・介護事業のさらなる推進に向け、議論
された委員たちの想いや考え方を野邑町長に
荒木代表 ( 写真右 )、笹原会長 ( 写真左 ) が
それぞれ答申書を提出

伝えました。

健康づくり講座・ＪＡ女性部のレシピより

～キャベツの白いスープの作り方～
キャベツの白いスープの作り方
①キャベツは食べやすい大きさに切り、シメジはほぐ
しておく。ベーコンは２㎝幅に切る。
②鍋を熱してバターを入れ、ベーコンを弱火で炒める。
キャベツを加えて軽く炒め、シメジ、コーンを加えさ
っと炒める。水２００mlと鶏がらスープの素を加え、
ひと煮立ちしたら牛乳を加えて沸騰しない程度の火加
減で少し煮る。
③塩、コショウで味を整え、盛り付けてパセリを飾る。

材料〈2 人分〉
□キャベツ・・・1/8 個

□牛乳・・・・・250ml

□シメジ・・・1/2パック

□塩、コショウ・・少々

□ベーコン・・・2枚

□パセリ・・・・・少々

□バター・・・・10ｇ
□冷凍コーン・・1/4カップ
□鶏がらスープの素・・大さじ1/2

今回は、２月に開催され

た健康づくり講座でＪＡ女

性部から提供していただい

た「キャベツの白いスープ」

をご紹介します。ポイント

はバターと鶏がらスープを

合わせることでスープにコ

クが出てくることです。ス

ライスチーズをちぎっての

せてもいいようです。

キャベツの葉の緑の部分

には、カロテンが豊富でア

ミノ酸やカルシウムもたく

さん含まれています。芯の

まわりはビタミンＣが多く

薄切りにし、塩もみすれば

浅漬けに、煮ればホクホク

したうまみが生きるスープ

の具にと、無駄なくおいし

く食べられます。

たんぱく質やカルシウム

などを豊富に含んでいる牛

乳と併せると、しっかり取

りたい朝ごはんのメニュー

におすすめな一品にもなり

ます。

みなさん、さっそく試し

市本美由紀

てみませんか？

栄養士
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「このゆびと〜まれ♪」
の活動
３月
日、 こども館にて読み聞かせ

読み聞かせボランティ
アサークルさんを募集
しています！

11

私たちと一緒にボランティ
ア活動をしてくれる方を募
集しています。
詳しくは図書室 (☎6-1170)
まで、 ご連絡ください。

今月の新刊 (3 月 20 日現在 )
岡野 雄一
乾
ルカ
よしもと ばなな
須田 桃子
宮部 みゆき
山田 詠実
瀬戸内 寂聴
川村 元気
西 加奈子
増田 寛也
ヨナス・ヨナサン

アイリーン・トリンプル

大塚 菜生
のぶみ
村山 哲哉
斉藤 洋

穂村 弘
サトシン
ダウン・シレット
中川 ひろたか

著：倉島 節尚

新日本出版社

言葉に自分の思いを込めて伝え
るために、言 葉の魅 力を 学 び、大
切 さ を一緒 に 考 え る「じて ん」シ
リーズ。
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あきやま ただし

（児童書）

『言葉は大事だ！じてん あいさつ・マナー・敬語』

（児童書）
『へんしんおんせん』
『アニメ小説 ベイマックス』
『東京駅をつくった男』
『ぼく、仮面ライダーになる』
『こころのふしぎ なぜ？どうして？』
『学校ななふしぎ』
『まばたき』
『どうぶつ川柳ぼく、だ～れ？』
『みつけてごらん！のりもの』
『ぼくはうちゅうじん』

人 間の 身 勝 手 な 理 由で、殺 処 分
さ れ て いる 犬 や 猫 が 年 間 十 万 頭 以
上います。
処分された犬や猫の骨は、
「ゴミ」
として扱われ、捨てられている。
そ ん な 不 幸 な 動 物 を 救 い たいと
願 い、立ち 上 がった 女 子 高 生 た ち
の真実のお話です。

『ペコロスの母の玉手箱』
『向かい風で飛べ』
『花のベッドでひるねして』
『捏造の科学者』
『悲嘆の門 上・下』
『賢者の愛』
『死に支度』
『億男』
『サラバ 上・下』
『地方消滅』
『窓から逃げた 100 歳老人』

『いのちの花ー捨てられた犬と猫の魂を花に変えた私た
著：向井 愛実
ＷＡＶＥ出版
ちの物語』

（一般書）

（一般書）

注目の新着本

※ その他、 多数の新着図書が入りました。 どうぞ、 ご来室ください。
【お願い】 図書室から借りたままになっている本はありませんか？
休館日に本を返却される方は、 玄関横の返却ポストをご利用ください。

戸籍だより
3 月 1 日〜 3 月 31 日受付分
（公開にご了承いただいた方のみ
掲載しています。）

三
三三月月
月例会会会会
会

春の夜の沁みじみ聴くエリーゼのために
武田 雄 峰

病む人のこころ和めと春の風
東海林 海峯

義理にでも咲くよとばかり室の花
菅原 貞子

立春の野は未だ白さに覆われて
高橋 妙子

静女

車輪から春が飛び出す水飛沫
平田 栄珠

吾よりも夫が先らし春の風邪
山崎

年頃になる娘ドライヤー雛納め
高橋 恵翠

やややまなみ吟
や
吟吟社
社社

おくやみ
字中頓別

岩本
（72 歳

字中頓別

權城
（67 歳

字中頓別

三浦
（76 歳

慎吾

佐藤

左近

諒佑

宏泰

( さとう・りょうすけ )

( さこん・ひろやす )

総務課住民グループ主事
（稚内市出身）

まちづくり推進課まちづ
くり推進グループ主事
（稚内市出身）

保健福祉課保健福祉グ
ループ主事
（旭川市出身）

本間

智久

小野寺

教育委員会社会教育グルー
プ社会教育主事
（恵庭市出身）

中頓別町国民健康保険病院
看護師長
（名寄市出身）

広報誌なかとんべつ
【発

行】 2015 年 4 月 10 日

【編

集】 中頓別町総務課住民グループ

〒098-5595

4 月号

捷三

さん

3 月 11 日）

世

帯

929(−6)

人

口

1,838(−25)
915(−13)
923(−12)
) 内は前月対比

■4 月 1 日から広報の編集に
携わることになった立花で
す。町民の皆様に、わかりや
すく正確な情報を提供してい
きたいと思います。宜しくお
願いします。
【t-singo】
■役場内は、4 名の新規採用者
があり若返りを見せています。
少しずつ 20 代の職員が増えて
きているので、活気溢れる職
場となってくれることに期待
しています。
【akki】

直子

( おのでら・なおこ )

さん

3 月 11 日）

※世帯数・人口・男・女には
外国人も含みます。

( たちばな・しんご )

( ほんま・ともひさ )

宣之

（平成 27 年 3 月 31 日現在）

(

立花

さん

3 月 6 日）

人のうごき

男
女

よろしくお願いします！
４月１日付けの新規採用職員を紹介

哲雄
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HP http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp
【印

刷】 有限会社

天北印刷工業
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