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　ボイラーの故障により水温が上がらない
ため、９月17日から町民温水プールのプー
ルの利用を中止しています。

　町民の皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。
　※トレーニングルームについては、通常通り開放しています。

問合せ／社会体育担当（内線3711・3715）

■日　　時　10月22日㈰�　受付　午後１時30分から　　教室開始　�午後２時から午後３時30分まで
■会　　場　別海中央中学校�体育館
■対　　象　�スポーツ関係者、教育関係者、スポーツ少年団の指導者や保護者選手および興味のある方
■講　　師　清　水　　真�氏　一般社団法人　姿勢道普及協会理事長
　　　　　　�日本スポーツクラブ協会スーパーマスターインストラクター　ほか
■参 加 料　無料　　　■申込締切　10月15日㈰
■持 ち 物　�運動靴、動きやすい服装、飲み物、大きめのタオル（マットも可）
　※�スポーツ安全保険等それに類する傷害保険は各自で加入をお願いします。

学務課から

背伸ばし体操教室～姿勢を正して運動能力向上～競技力向上
セミナー

　日頃の悪習慣によって生じた姿勢のゆがみを改善し正すことで、背筋が伸び体幹のバランスを良くし、運
動能力の向上にも大いに期待できます。

別海町総合スポーツセンター TEL75-2882　FAX75-0418
Eメールsports@betsukai-pf.or.jp

お申し込みの際は、氏名、年齢、住所、
電話番号をお伝えください。

スポーツセンターだより

小・中学校入学
準備金のご案内

　このたび、就学援助制度を一部改正し、経済的に援助が必要な
家庭を対象に小・中学校入学後の６月に支給していた「新入学学
用品費」を平成30年から入学前の３月に「入学準備金」として
支給をすることとしました。
　支給の対象となる方（世帯）は、以下のとおりです。

■支給の対象となる方（小学校新入学の場合）
　以下の条件にすべて該当する方が対象となります。
　◦ 平成29年11月１日から平成30年１月31日までに別海町内に居住している方
　◦ 期限内に教育委員会から配付される申請書を提出された方
　◦ 「平成29年度別海町就学援助制度」の認定基準で、「準要保護」の基準に該当する方
■支給の対象となる方（中学校新入学の場合）
　以下の条件にすべて該当する方が対象となります。
　◦ 平成29年11月１日から平成30年１月31日までに別海町内に居住している方
　◦ 平成30年１月31日現在、「平成29年度別海町就学援助制度」の認定基準で、「準要保護」の基準に該当する方
　　※ すでに認定を受けている方については、再度申請いただく必要はございません。
■申請方法・申請時期
　 　就学時健康診断の際に会場で「平成30年度就学援助費（入学準備金）受給申請書兼世帯票」を配付しますので、

提出期限（平成30年１月31日㈬予定）までに必要事項をご記入の上、下記担当までご提出ください。
■支給額・支給日
　支給額　小学校40,600円　中学校47,400円　　　支給日　平成30年３月１日㈭（予定）

　問合せ／学校教育・適正化等担当（内線3512）

生涯学習課から
町民温水プールの

プールの利用中止について
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　平成27年度に実施したア
ンケート調査の結果、幼少期
の読み聞かせに取り組む家庭
が増加しており、読み聞かせ
に対する意識が向上している
事がうかがえる結果となりま
した。
　しかしながら、子どもの成
長に伴い、読み聞かせから読
書に移行する小学生以上にな
ると、読書をしないという
回答が多くなり、小学生で
40％以上、高校生では60％
以上が本を読まないという回
答をしています。

　本を読まない理由としては、「テレビ、漫画、ゲームや遊びが楽しい」「勉強や習い事が忙しい」との回答
が多く、学年が上がるほどインターネットやSNS、ゲームなどを利用する時間が多くなることが大きく影響
していることが分かります。
　パソコンやテレビ、スマートフォンの利用時間を決めるメディアコントロールが、読書習慣の維持にとっ
ても重要な要素となります。

　図書館では、町内すべてのお子さんを対象にブックス
タートを実施しています。
　ブックスタートでは、保健センターで行われる乳幼児
相談時に、読み聞かせによるコミュニケーションの大切
さや絵本を開く楽しい体験についてお伝えし、絵本２冊
とおすすめ絵本リスト等を手渡しています。

大人からこどもまで
本のある生活を

144

別海町生涯教育研究所所報

別海町図書館
ブックスタートの取り組み

別海町幼小中高生「生活と健康に関するアンケート」結果

絵本やお話の読み聞かせをどのくらいしていますか。

１日に家でどのくらい本を読みますか。※漫画、雑誌を除く

幼稚園
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　教育委員会では、子ども達の望ましい生活習慣の定着を目指し、早寝早起き朝ごはん テ
レビを止めて外遊びに加えて、スイッチＯＦＦ22運動を推進しています。
　テレビやパソコン、スマホを止める時刻を決めて、規則正しい生活習慣を身につけましょう。

早寝早起き朝ごはんテレビを止めて外遊び

スイッチOFF22標語
コンクール最優秀作品 スイッチOFF22で  生活変えよう  未来を変えよう！
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中央・西・東公民館から

問合せ／中央公民館 TEL 75-2146　西公民館 TEL 77-2250　東公民館 TEL 0153-86-2141

※日程等変更になる場合がありますので、各公民館へお問い合わせください。

中春別地域文化祭
【会場】中春別ふれあいセンター

尾岱沼・床丹平成文化祭
【会場】東公民館

本別海地域文化祭
【会場】本別海地域センター

西春別地区総合文化祭
【会場】西公民館

中西別地区文化祭
【会場】中西別ふれあいセンター

第58回

祭芸芸術 別海町

◆パッチワークキルト展
　　10月13日㈮～15日㈰
　　午前９時～午後5時
　　※10月15日㈰は午後４時まで

とき

◆社交ダンスの集い
　　10月29日㈰
　　午後１時30分～
とき

会場：中央公民館 10月

祭文文文文文化地域平成
29年度

生かそう！みんなの学び交流の輪！
別海地域文化祭
【会場】中央公民館ほか

サウンドフェスティバル(大集会室)
10月８日㈰　午後２時～午後８時

お茶会(ロビー )
10月15日㈰
午前10時～午後２時（表筅会）

舞台発表会(大集会室)
未　定　午前10時～午後１時頃

地域作品展(大集会室)
10月26日㈭～28日㈯
午前９時～午後５時
※最終日は午後４時まで

フォークダンスの集い(大集会室)
11月１日㈬ 午後６時30分～

第42回別海中央中学校吹奏楽部
定期演奏会

場所/別海中央中学校
11月４日㈯　午後５時30分～

上春別地区文化祭
【会場】上春別地域センター

作品展示会
11月４日㈯～５日㈰
午前10時30分～午後４時
※最終日は午後３時まで

芸能発表会
11月５日㈰　午前10時～午後１時

地域展示会(アリーナ)
10月26日㈭～27日㈮
午前９時～午後５時

演芸の夕べ(アリーナ)
10月27日㈮　午後６時～午後９時上風連地域文化祭

【会場】上風連地域センターほか

上風連小学校学芸会　場所/上風連小学校
10月14日㈯
午前９時30分～午後０時30分

上風連中学校文化祭　場所/上風連中学校
10月21日㈯
午前10時～午後３時30分

芸能発表会
10月30日㈪ 午前10時～午後２時

地域作品展
11月２日㈭～３日（金・祝）
午前９時～午後３時

一般囲碁大会(研修室)
10月８日㈰　午前９時～午後５時

西春別地区老人クラブ
芸能発表会(大集会室)

10月16日㈪　午前10時～正午

道東著名特別展
【モンキー・パンチ作品展】(大会議室)
10月25日㈬～29日㈰
午前９時～午後７時
※最終日は午後５時まで

総合作品展(大集会室)
10月26日㈭～29日㈰
午前９時～午後７時
※最終日は午後５時まで

お茶会(ロビー )
10月29日㈰　午前11時～午後１時

芸能発表会(大集会室)
11月５日㈰　午前10時～午後２時
※軽食喫茶 午前11時～午後２時

第45回上西春別中学校吹奏楽部
定期演奏会(大集会室)

11月５日㈰　午後２時～午後３時30分
※芸能発表終了後に実施いたします。

第16回ふれあいチャリティー
フェスティバル(大集会室)

11月12日㈰　午前11時～午後２時

ダンスの集い
10月７日㈯　午後１時～午後３時30分

ゲートボール大会　会場/広野ゲートボール場
10月23日㈪　午前９時～

作品展示会
11月３日（金・祝）～４日㈯
午前９時～午後５時

ふれあいそば喫茶
11月３日（金・祝）  午前11時～午後１時

お茶会
11月４日㈯　午前10時～午後２時

芸能発表会
11月18日㈯　午後７時半～午後10時

地域展示会
11月2日㈭～3日（金・祝）
午前９時～午後６時

芸能発表会
11月3日（金・祝）
午後０時30分～午後３時

お茶会
11月3日（金・祝）　午前11時～午後２時

特別抽選会
11月3日（金・祝）　午後１時～午後３時

ダンスパーティーの集い
11月４日㈯　午後１時30分～

総合作品展
10月24日㈫～27日㈮
午前９時～午後８時

芸能アラカルト
11月11日㈯　午後６時～午後８時30分

ちびっ子秋のつどい
11月18日㈯　午前10時～午後２時
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郷土資料館から

　皆さんから提供いただいた本を安価で販売し、その
収益で図書館に本が寄贈されます。
　小説マンガなど、いろいろなジャンルの本がありま
す。皆さんのご来場をお待ちしています。古本の提供
も随時受け付けています。
■日時　10月21日㈯　午前10時から午後４時
■場所　図書館エントランスホール
■主催　読書サークル東雲

図書館から

　図書館司書の仕事に興味のある児童が「１日子
ども司書」として本の貸し出しなどを体験します。
■日時　10月21日㈯　午前10時から正午
■場所　図書館
■対象　町内の小学５・６年生

■日時　10月22日㈰から11月12日㈰
■場所　図書館エントランスホール
　廃棄の対象となる小説、エッセイを希望者へ無料で配布し
ます。

※ 先着順ですのでご了承願います。事前の予約はできません。
※ 廃棄図書には廃棄印が押してあります。図書館の蔵書とお間違えのないようご注意願います。

　野付半島にあるオンネニクルの森へ足を運び、野付半島の自然、森に残された古代竪穴住居跡を探索します。
普段は立ち入ることのできない森の自然や風景も楽しむことができます。

■日　　時　10月15日㈰　午前10時から午後２時
■場　　所　野付半島（集合�野付半島ネイチャーセンター２階︶
■ガ イ ド　野付半島ネイチャーセンターおよび郷土資料館職員
■定　　員　20名
■申込方法　�電話にて氏名、電話番号を10月13日㈮までにご連

絡ください。　
■そ の 他　�気候が変化しやすい時期なので、防寒着、長靴を着

用してください。
　　　　　　�昼食は現地で取りますので、お弁当、飲物を持参し

てください。

郷土資料館だより
ふるさと講座・歴史系
第3回目のお知らせ

「擦文・アイヌ時代～オンネニクルの森を歩こう
野付1.2遺跡、イドチ岬チャシ跡」

第66回 古本市開催
●●●●●●●●●●●●めざせライブラリアン！

１日子ども司書

廃棄図書（小説・エッセイ）を
利用者還元します

10月の休館日　２日、９日、10日、16日、23日、26日（月末休館日)、30日

11月の休館日　３日、６日、13日、20日、23日、27日、30日（月末休館日）

 ※ 月末休館日は、図書整理等の
ため休館させていただきます。

 ※ 休館中の返却は玄関横の返却
ポストをご利用ください。

問合せ／図書館　TEL 75-2266  FAX 75-0506　Eメール tosyo@betsukai.jp

10月の休館日　１日、７日、９日、15日、21日、23日、29日

11月の休館日　３日、４日、５日、13日、18日、19日、23日、27日

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

　図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞かせや手あそびなどをします。
■と　き　６日、13日、20日、27日㈮　午前11時から（15分程度）
■ところ　図書館「お話のコーナー」　　　■対象　０歳から３歳程度

小さい子の
お話の時間
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