英語指導助手が
退任しました

学務課から
外国語指導助手（ALT）として平成21年7月から勤務していたデュー
イ・ジョシュア・マークさんが、３月31日をもち退任しました。
なお、後任の新しいALTは４月中旬に来町する予定です。

んからの
ジョシュアさ ジ
ー
メッセ

別海町で７年９カ月住みました。皆さんのおかげでメチャ
メチャ楽しく過ごせました。この間にたくさんの人々とさま
ざまな体験をしました。色々助けてもらったこともありました。全部は思い出せませ
ん。一人ひとりにありがとうを言えませんが、本当に心から感謝しています。別海は
最高の地域だと思います。別海町の生徒達は本当に素晴らしい生徒です。毎日英語を
頑張っていたし、色々面白い話をしてくれたし、一緒に遊んでくれました。仕事が楽
し過ぎて、仕事じゃないと感じることもありました。留学生でアメリカにおいで！
Thank you all so much!! I will miss Betsukai but will deﬁnitely be back to
visit sometime soon!
問合せ／学校教育・適正化等担当
（内線3511）

郷土資料館だより ふるさと講座・歴史系

郷土資料館から

歴史の道を歩く～江戸時代のノツケ! 野付通行屋、番屋跡遺跡を訪ねる～
春の息吹を感じながら、道内でも珍しい江戸時代の遺跡を訪ねます。ぜひ、ご参加ください。
■日 時
■場 所
■講 師
■定 員
■申込み
■その他
「野付通行屋跡遺跡（1999 年撮影）
」

４月23日㈰ 午前９時30分から午後１時まで
野付半島
※集合 野付半島ネイチャーセンター２階
郷土資料館 主幹 石渡 一人
40名
電話、FAXまたはEメールにて氏名、電話番号
を４月21日㈮までにご連絡ください。
長靴を必ず着用してください。草分け道や海岸
を５㎞ほど歩きます。

４月の休館日

１日、２日、10日、15日、16日、24日、29日、30日

５月の休館日

３～８日、20～22日

上風連の旧村営軌道機関庫を
別海町歴史文化遺産に認定

問合せ／郷土資料館
TEL・FAX 75-0802
Eメール kyoudo@betsukai.jp

生涯学習課から

「旧別海村村営簡易軌道風蓮線上風蓮停留所機関庫・ 油庫」を別海
町歴史文化遺産に認定しました。
この建物は、昭和38年に開通した別海村村営簡易軌道風蓮線の終
点である上風蓮停留所に作られ、車庫として使われていました。昭和
46年に村営軌道が廃止されると、スクールバスの車庫として転用さ
れ、その後、上風連連合町内会の倉庫として現在に至るまで活用され
ています。上風連に残る村営軌道の建物はこれが唯一のもので、わず
か7年で廃線となった村営軌道の歴史を物語る貴重なものです。
｢別海町歴史文化遺産｣ は、応募者や地域の人たちの思い入れや由来などを重視して、遺産として認定するも
のです。申請の受付は随時行っていますので、詳しくは下記担当までお問合せください。
問合せ／文化財担当（内線3712）
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生涯学習課から

学校応援ボランティアの募集
学校応援ボランティアとは、皆さんの持っている技術や経験を子どもたち
に伝えることで、未来を担う子どもたちの教育を地域全体で応援していこう
という取り組みです。
協力していただける方は下記担当へご連絡ください。

活動例

■登下校時の安全指導（地域見回り隊）
■読書活動支援（読み聞かせ、学校図書活動）
■学校周辺環境整備（学校農園整備、花壇整備）

■授業外部講師（自然観察、野外学習活動）
■課外活動支援（スケート、野球等）

問合せ／生涯学習担当（内線3713）

平成
年度
29
シーズン券の販売について
●●●
●●
●
●●
●●●●●●●●●●●●●●●●
施 設
体育館

名

開放期間

町
西

休館日

開

民 ４/１～12/24
別 １/８～３/31

春

放

時

間

平日：午前９時～午後10時
日曜、祝日：午前９時～午後５時

４/１～12/24
月曜日
午前９時～午後10時
１/８～３/31 （月曜が祝日の
海 ４/１～11/23 場合は翌日） 午後１時～８時30分

ファミリースポーツハウス
（町民・西春別）
別

午後１時～８時45分

※７、８月は午前10時から開放

別 ４/１～11/23

午後１時～８時

※７、８月は午前10時から開放

沼 ５/２～10/22

火、水、土、日曜日：午後１時から午後５時
木、金曜日：午後１時から午後８時まで
※７、８月は午前10時から開放
※火、水、土、日曜日は、午後５時以降の夜間開放
は行いません。

別海（トレーニング室）
温水 西
プール

春

尾

岱

４/１～12/24
１/８～３/31

※７、８月は午前10時から開放

月曜日

施設使用料 ※障がい者手帳をお持ちの方は、「免除」となります。シーズン券が必要な方は各販売所で手続
きを行ってください。
（障がい者手帳必要）

シーズン券

施設名

一回券（午前、午後、夜間）

一般

65歳以上

一般

4,200円

2,100円

100円

50円

別海、西春別、尾岱沼温水プール共通

6,300円

3,150円

310円

150円

別海、西春別、尾岱沼パークゴルフ共通

6,300円

3,150円

310円

150円

町民、西春別体育館共通
町民、西春別ファミリースポーツハウス共通

販

売

65歳以上

所 町民体育館、各温水プール

西春別温水プール休館日のときは、西公民館で１回券のみ販売。
尾岱沼温水プール休館日のときは、支所で１回券のみ販売。

パークゴルフ場
について

町民体育館および西春別温水プールで４月25日㈫より販売を開始します。
町営パークゴルフ場、尾岱沼温水プールでは、オープン後に販売します。オープン予定は
５月上旬です。

利用券は、発行した年度のみ有効です。
問合せ／別海市街の施設：別海町総合スポーツセンター TEL 75-2882
西春別および尾岱沼の施設：生涯学習課社会体育担当 TEL 75-2111（内線3711）
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図書館から

図書館は誰でも
無料で利用できます

利用者カードについて、園児と児童は、幼稚園または
学校で移動図書館車を利用するため、担任等が保管して
いる場合があります。その場合は、お名前を確認するこ

本を借りるときは、利用者カードが必要です。
利用者カードは即時発行します。

とで本を借りることができます。

第65回 古本市

図書館のご案内

皆さんから寄せられた本を安価で販売し、その収益
から図書館に新刊が寄贈されます。
■と き ４月22日㈯ 午前10時から午後４時まで
■ところ 図書館エントランスホール
■主 催 読書サークル東雲

■開館時間
午前10時から午後６時まで
（日曜日は午後４時まで）
■休館日
月曜日

古本の提供も随時受付けています。

（月曜日が国民の休日の場合は火曜日も休館）

飛び出す絵本展

国民の休日、図書整理日（毎月最終木曜日）
特別図書整理日（蔵書点検）
、年末年始
■貸出冊数と期間
１人10冊まで２週間以内
（移動図書館車は５冊まで）
※雑誌の最新号、ビデオ、DVDは館内利用のみ。
■移動図書館車「はくちょう号」
絵本から一般書まで、約2,500冊の本を積んで、
各地域や各学校、保育園、幼稚園を巡回していま
す。運行は５月９日㈫からを予定しています。詳
細は、来月号でお知らせします。
■初めて本を借りる方
カウンターにお申込みください。利用者カード
を発行します。

４月23日から５月12日の子どもの読書週間にあわ
せ、絵本を開くと場面が飛び出すポップアップ絵本を
展示します。
■期 間 ４月23日㈰から５月14日㈰まで
■場 所 図書館カウンター前

小さい子のお話の時間
図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞かせや手遊
びなどをします。
■日時 14日、21日、28日㈮
午前11時から午前11時15分まで
■場所 図書館「お話のコーナー」
■対象 ０歳から３歳程度

４月19日㈬から上西春別中学校図書室の地域開放を始めます
上西春別中学校図書室の一部を活用して、下記のとおり本を貸し出しします。皆さんのご利用をお待ちし
ています。
■開放日時 毎週水曜日 午後２時30分から午後５時まで
■所 在 地 別海町西春別駅前西町270番地1
上西春別中学校内図書室
■貸出冊数、期間 １人10冊まで
（本館および移動図書館合わせて）２週間以内
■初めて本を借りる方
カウンターにお申込みください。利用者カードを発行します。
利用者カードは図書館および移動図書館車共通です。
■利 用 料 無料

４月の休館日

■そ の 他
◦学校図書室の本は貸し出しできません。
◦複写サービスは行いません。
◦図書室に無い本は予約を受け付けます。
◦開放日に変更がある場合は、広報でお
知らせします。
急な変更は、図書室玄関、役場、図書館
のホームページでお知らせします。

３日、10日、17日、24日、27日（月末休館日）、29日

５月の休館日 １日、３日～５日、８日、15日、22日、25日（月末休館日）、29日
問合せ／図書館

TEL 75-2266 FAX 75-0506

休館中の返却は玄関横の返
却ポストをご利用ください。
Eメール tosyo@betsukai.jp
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