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　町議会では、町民の負託に応え、開かれた議会と民主的なまちづ
くりの実現を目指しています。地域の皆さんへ議会の活動状況を報
告し、さらに議会に対する町民の意見や町政に対する提言を受ける
ことを目的に、次の日程で議会報告会を開催します。

　各会場は事前申込不要
です。都合の良い会場へ
お越しください。
　また、不明な点等につ
いては、下記までお問合
せください。

問合せ／議会事務局（内線 4111）

議会報告会の
開催について

議会事務局から

地区名 日にち 時　　　間 場　　　所
西春別地区

平成27年
11月９日㈪

午後７時から午後９時まで 西春別ふれあいセンター
別 海 地 区 午後７時から午後９時まで 別海町交流館（ぷらと）
尾岱沼地区 午後３時から午後５時まで 尾岱沼地域センター
上風連地区 午後１時から午後３時まで 上風連地域センター

生涯学習課から別海町成人式について
　平成28年（第68回）別海町成人式を平成28年１月７日㈭午後１時30分から別海町
中央公民館で開催します。
　対象者は、平成７年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた方です。当町に住
民登録をされている方は、12 月上旬ごろ教育委員会から案内を送付する予定です。
　また、当町に住民登録をしていない方で別海町の成人式に出席を希望される方は、事
前に下記までお知らせください。 問合せ / 生涯学習担当（内線 3714）

　ハイスクールフェスは、
根室管内全ての高校と特
別支援学校の生徒が一堂
に会し、日頃の学習成果を
地域の方に紹介し、高校
への理解を深めていただ
く広域的なイベントです。
　平成27年度は、別海高
校生徒会が実行委員とな
り企画を進めています。地域の皆さんのご来場を心よりお
待ちしております。

【開催日時】
　平成27年10月25日㈰　午前10時30分から午後2時まで

【会　　場】
　北海道別海高等学校（別海町別海緑町70番地１）

【内　　容】
　生徒による学校紹介、学習活動・部活動発表、生徒開発
商品販売、農産物販売、作品展示・実演等

　　　問合せ／生涯学習担当（内線3715）

　元別海村立西別病院長で神奈川県相模原市
在住の外科医 新津谷哲さんが、『「追想」―
西別―』を自費出版されました。新津谷さん
は昭和27年に出張医として西別病院（現別
海病院）に赴任、昭和34年には院長に就任
されています。
　本書は、新津谷さんが昭和40年に別海村
を去るまでの10余年の間に起きた興味深い
エピソードを満載しており、当時の貴重な写
真も数多く載せられています。
　別海町図書館でご覧になれますので、ぜひ
ご一読ください。

問合せ／文化財担当（3712）

元西別病院長が
回想録を出版

ハイスクールフェス2015 
in別海
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　これまで日本の食生活は、米を主食とし、副菜として野
菜やイモ類、魚介類、海藻を用いてきました。このような
食生活は、今日の子どもたちにとっても望ましい食習慣で
あると考えています。
　本町では、「生き抜く力向上策定プロジェクト」の生活
力・体力向上の一貫として、バランスの取れた食習慣の確
立を目的に、和の食材の頭文字からなる“給食一品「まご
は（わ）やさしい」コンテスト”を実施しました。

　給食を食べている幼
稚園、小中学校の児童
生徒から244品の応募
があり、別海中央小学
校３年小野寺綾斗くん
が考えた、「わかめの
じゃこ炒め」が最優秀
賞に選ばれました。

　また、学校給食の献立として、各食材部門の上位３位に選考された
21品の内９品を９月から取り入れています。

問合せ／学校教育・適正化等担当（内線3511）

給食一品
「まごは（わ）やさしい」

コンテスト
を実施しました

学務課から

ま

ご
は
わ

や

さ
し
い

豆類部門

種実部門

海草部門

野菜部門

魚類部門

茸類部門

芋類部門

豆類、納豆・豆腐・味噌などの
大豆加工品を使ったレシピ
煮豆、納豆包み揚げ、豆腐ハンバーグ
など

ゴマ（種子）・ナッツなどの種
実類を使ったレシピ
ホウレン草ごま和え、タラのナッツ揚
げなど

ワカメ・昆布などの海藻類を
使ったレシピ
ワカメ煮、昆布とサツマイモのはさみ
揚げなど

旬の野菜や根菜を使ったレシ
ピ
タケノコご飯、れんこんのはさみ揚げ
など

魚類・特に小型の青背魚を
使ったレシピ
ワカサギのフリッター、鮭ザンギなど

シイタケなどのキノコ類を使っ
たレシピ
シイタケのはさみ揚げ、キノコのオムレ
ツなど

イモ類を使ったレシピ
ポテトサラダ、さつまいもの煮物など

　外国語指導助手（ALT）として、１年間活躍したマディソンさんが帰国し、
新たにミリアム・ジェンキンスさんを迎えました。

　皆さん、私を別海町に迎えていただきありがとうございます。私の名前
はミリアム・ジェンキンス（愛称ミミ）といいます。ニュージーランドか
ら来ました。学生時代から興味のあった日本に住むことが実現し、とても

うれしく思っています。早く日本語を覚え、新しいＡＬＴとして別海町に貢献したいと考えていますので、
もし街で私を見かけたら気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。

問合せ／学校教育・適正化等担当(内線3513)

新しい英語指導助手が赴任しました

ミリアムさんからのメッセージ
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郷土資料館から

11月の休館日　１日、３日、７日、９日、15日、21日、23日、29日

10月の休館日　３日、４日、12日、17日、18日、26日、31日 問合せ／郷土資料館
　TEL・FAX 75-0802
　Eメール kyoudo@betsukai.jp

　皆さんから提供いただいた本
を安価で販売し、その収益から

図書館に本が寄贈されます。
　また、マンガ及び雑誌等を中心とした内容で、休館
日を除き次の期間延長して販売いたします。
■日時　10月31日㈯午前10時から午後４時
■場所　別海町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

■日時：10月２日、９日、16日、30日㈮
　　　　午前11時から（15分程度）
■場所：図書館「お話のコーナー」
■対象：０歳～３歳程度

小さい子のお話の時間

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

５日、12日、13日、19日～26日、29日（月末休館日）です。
２日、３日、９日～16日、23日、24日、26日（月末休館日）、30日です。

10月の休館日

お知らせ

11月の休館日

図書館システム更新のため、次の期間休館させてい
ただきます。

10月19日㈪から26日㈪
19日・26日は通常の休館日です。
　期間中は移動図書館車も運休します。
◦20日㈫５コース　　◦21日㈬６コース
◦22日㈭７コース　　◦23日㈮８コース

蔵書点検のため、次の期間休館させていただきます。
11月９日㈪から16日㈪

９日・16日は通常の休館日です。
★ 休館中は入館できませんので、本の貸出、雑誌や

新聞の閲覧はできません。
★ 休館中の本の返却は、玄関横のブックポストにお

願いします。
★ 返却期限の過ぎている本は早急に返却願います。

休館日の
お知らせ

第62回
古本市開催! 臨時休館のお知らせ

　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
然や森に残された古代竪穴住居跡を探索します。ふだん立ち入
ることのできない森の自然や風景も楽しむことが出来ます。
■日　　時　平成27年10月18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・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16日㈮までにご

連絡ください。

企画展「終戦70年～別海と戦争～」は、10月30日㈮まで開催期間を延期しました。
企画展のみの見学は無料です。ぜひ、ご来館ください。

郷土資料館だより
ふるさと講座・歴史系

第4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」

11月１日㈰から11月７日㈯まで
午前10時から午後４時

延長期間
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サウンド
フェスティバル

(大集会室)

９月27日㈰
午後4時～午後8時30分

フォークダンス
の集い

(大集会室)

10月21日㈬
午後7時～午後9時頃まで

地域作品展
(大集会室)

10月16日㈮～10月18日㈰
の3日間
午前9時～午後5時
※最終日は午後4時まで

舞台発表会
(大集会室)

11月１日㈰
午前10時～午後3時頃まで

菊花展
(大集会室)

10月27日㈫～10月29日㈭
の3日間
午前9時～午後4時
※最終日は午後３時まで

お茶会
(大集会室)

地域文化祭【菊花展】時の
10月28日㈬
午前10時～午後2時

第40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１日㈰
午後5時30分～

その他
10月中における別海町芸術文化祭事業として

パッチワークキルト展
(別海町中央公民館

大集会室)

10月23日㈮～10月25日㈰
午前9時～午後5時
※最終日は４時まで

総合作品展 10月29日㈭～11月１日㈰
午前9時～午後８時

ちびっ子
秋のつどい

11月14日㈯
午前10時～午後２時

芸能アラカルト 11月７日㈯
午後6時～午後８時30分

別海地域文化祭
【会場】中央公民館他

地域展示会
(集会室)

11月2日㈪～11月3日（火・祝）
の2日間
午前9時～午後6時

芸能発表会
(集会室)

11月3日（火・祝）
午後０時30分～午後3時

お茶会
(中春別福祉館内)

11月3日（火・祝）
午前11時～午後2時

特別抽選会
(中春別福祉館内)

11月3日（火・祝）
午後１時～午後３時

ダンスパーティーの
夕べ(集会室)

11月７日㈯
午後6時～午後10時

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

上風連小学校学芸会
場所/上風連小学校

10月17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

11月７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30分

地域作品展
11月１日㈰～11月２日㈪の
2日間
午前９時～午後３時

上風連地域文化祭
【会場】上風連地域センター他

作品展示会
11月７日㈯～11月８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８日㈰
午前10時～午後１時

上春別地区文化祭
【会場】上春別地域センター

地域展示会
(アリーナ)

10月29日㈭～10月30日㈮
の2日間
午前9時～午後５時

演芸の夕べ
(アリーナ)

10月30日㈮
午後6時～午後９時

本別海地域文化祭
【会場】本別海地域センター

一般囲碁大会
(研修室)

10月11日㈰
午前9時～午後5時

柳家やなぎ
ふるさと凱旋独演会

(大集会室)

10月15日㈭
午後７時30分～午後９時

西春別地区老人
クラブ芸能発表会

(大集会室)

10月19日㈪
午前10時～正午

総合作品展
(大集会室)

10月29日㈭～11月１日㈰の
4日間
午前9時～午後7時
※最終日は午後5時まで

道東著名作品展
【知床羅臼の海写真展】

(大集会室)

10月28日㈬～11月１日㈰
午前9時～午後7時
※初日は午後３時より
　最終日は午後5時まで

お茶会
(ロビー )

11月１日㈰
午前11時～午後2時

芸能発表会
(大集会室)

11月８日㈰
午前10時～午後2時

上西春別中学校
吹奏楽部定期演奏会

(大集会室)

11月８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。

ふれあいチャリティー
フェスティバル
(大集会室)

11月15日㈰
午前11時～午後2時

西春別地区総合文化祭
【会場】西公民館

ゲートボール大会
会場/広野ゲートボール場

10月25日㈰
午前9時～

ダンスの集い
(アリーナ)

10月31日㈯
午後１時30分～午後３時30分

作品展示会
(アリーナ)

11月７日㈯～11月８日㈰の
2日間
午前9時～午後5時

お茶会
(桜の間)

11月８日㈰
午前10時～午後２時

ふれあい音楽喫茶
(会議室)

11月８日㈰
午前10時～午後２時

芸能発表会
(アリーナ)

11月21日㈯
午後7時～午後10時

中西別地区文化祭
【会場】中西別ふれあいセンター

※日程等変更になる場合がありますので、各公民館へお問合せください。

生かそう！みんなの学び
交流の輪！地域を拡げよう文化祭地

域

中央・西・東公民館から
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