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管理課から
　平成27年３月２日㈫から13日㈮までの間、町営住宅等の入居者
を募集いたします。公募の内容、入居資格等につきましては、新聞
折込、町ホームページ、役場・各支所・東西公民館の掲示板をご覧
いただくか、下記にお問合せください。　

問合せ／住宅担当（内線3117・3118）

　退去等で1ヶ月以上にわたり水道を使用しない場合
は、事前に休止の届出をすることでメーター使用料のみ
の請求となり、料金を軽減することができます。
　また、水道を使用する予定のない施設を所有し、毎月
メーター使用料のみをお支払いされている方は、給水装
置等を撤去することで毎月のメーター使用料がかからな
くなります。下記または指定給水装置工事事業者へご相
談ください。

※届出書類及び指定業者については、町ホームページで確認することができます。

問合せ／管理担当（内線4513）

　次の変更を行う際は届出が必要となります。下記
または役場各支所へご連絡ください。
● 住宅の入居または退去により水道・下水道を使用

される方が変更になる場合
● 住宅の売買・所有者の死亡等によって給水施設等

の所有者を変更する場合
● 事業の開始や停止等により利用する用途が変わる

場合

水道料金・下水道使用料のお支払方法について
　水道料金・下水道使用料は、納入通知書でのお支払いのほか、口座振替がご利用できます。毎月のお支払
いに、コンビニエンスストアや金融機関等の窓口へ足を運ぶ必要がございませんので、ぜひ口座振替をご利
用ください。

【口座振替の申込み方法】
　下記に記載されている金融機関の窓口に、通帳と通帳の印鑑をご持参のうえお申込みください。

【口座振替が利用できる金融機関及び口座振替日】

※振替日が土曜日・日曜日・休日・祝祭日の場合は、明けた平日に振替となります。
【口座振替のご注意】
　毎月の振替日前に口座残高のご確認を必ずお願いいたします。
　３カ月間連続で残高不足による未納が続いた場合、以降の納入は納入通知書によりお支払いただきます。

上下水道課から
WWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWW水道等の使用に関するお知らせ
使用者・所有者・用途変更について 水道メーター使用料について

金 融 機 関 名 口座振替日
大地みらい信用金庫本店・ 各支店、北海道労働金庫中標津支店、全国のゆうちょ銀行、
北海道銀行 毎月23日

道東あさひ農業協同組合本所・各支所、中春別農業協同組合、計根別農業協同組合、
標津町農業協同組合、別海漁業協同組合、野付漁業協同組合 毎月25日

町営住宅等入居者の
募集について

別海町水道事業からのお願い
　近年、犬の放し飼いにより、水量を検針する際、検針員が犬に噛まれる等の事故が発生しております。
ペットが人に危害を与えてしまった場合は、飼い主に損害賠償が発生することもあります。円滑な検針作業
を行うためにも、外で放し飼いをされている方は、犬を繋ぐなどの対策をお願いします。
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　オジロワシ・オオワシを主に観察しますが、春の渡りの季節で、
たくさんの鳥たちが観察できるとても欲張りな観察会です。ぜひ、
ご参加ください。
■日　時　３月22日㈰　午前９時から12時
■場　所　風蓮湖・走古丹方面
■講　師　別海町郷土研究会　会長　渡辺　昇　氏
■集　合　郷土資料館へ９時までに集合
　　　　　観察場所への移動は、当館で送迎しますが、自家用車での移動もできます。
■定　員　15名（３月20日㈮までに電話・FAX・メールにて氏名・電話番号をご連絡ください。）
■持　物　双眼鏡・図鑑（当館で若干貸出しします。）長靴を必ず着用ください。

郷土資料館だより ふるさと講座・歴史系

オジロワシ・オオワシ観察会

学務課から

　100年以上続いた歴史と伝統ある別海小学校と中学校が平成28年３月31日をもっ
て閉校することになりました。

　これまで、PTA、地域の皆様とも協議を重ね、多様化する教育環境の変化や児童生徒数が減少していく中で、
子どもたちのために適切な教育環境が必要と考え、最終的に苦渋の決断でしたが、地域等から統廃合への受諾が
ありました。
　今後は、子どもたちがスムーズに移行できるよう、統廃合へ向けた学校間の交流事業等がはじまります。
　なお、新たな学区については、本別海・走古丹地域が別海中央小学校・中学校区、床丹地域は野付小学校・中
学校区となります。 問合せ／学校教育担当（内線3511）

別海小学校・中学校の統廃合

　本町独自の組織的・ 継続的な「別海町型の教育」の策定に
向けた推進事業として、教育に関して先進的な地域である秋
田県横手市教育長の伊藤孝俊氏、同教育指導課長の土田充氏
が来町し、教育講演会と学校視察を行いました。
　２月４日に、町内の教職員や教育関係者を対象に行われた
講演会では、「秋田県横手市の学力向上の取組」と題し、計画
的に学校を上げて取り組む「言葉の教育」が必要であるとい
うお話をしていただきました。
　２月５日には、別海中央小学校の授業や校内スケート大会を訪問視察し、学校力※1向上に向けた助言を
いただきました。
　参加者からは、教師力※2と学校力※1の向上のために参考となったと好評の声が多く、今後の本町の教育
向上に活かしていきます。
※１　学校力とは、子どもたちがよりよく育つための学校組織力のこと。
※２　教師力とは、子どもへの指導力など、教師一人一人の資質能力のこと。

問合せ／学校教育担当（内線3511）

郷土資料館から

４月の休館日　４日・５日・13日・18日・19日・27日・29日

３月の休館日　１日・７日・９日・15日・21日・23日・29日 問合せ／郷土資料館
　TEL・FAX 75-0802
　メール kyoudo@betsukai.jp

生き抜く力向上策定プロジェクト
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　町民温水プールには、様々なトレーニングマ
シンがあります。トレーニングマシンを利用し
て、健康な身体づくりを始めませんか？初心者
向け、中級者向けの２教室を行います。
【日　時】 平成27年３月30日㈪
　　　　　時間は右記のとおり
【会　場】町民温水プール
【参加料】無料（施設利用料のみ受講者負担）
【持ち物】 動きやすい服装、上靴、汗拭きタオ

ル、飲みもの
※ 対象基準を満たしている方は、両方お申し込

みいただくことも可能です。
※ 保険については個人での対応をお願いいたし

ます。

≪申し込み方法≫ 参加者氏名、年齢、電話番号を添えてお申込みください。（締切　３月26日㈭）

別海町総合スポーツセンター
電話：75-2882　FAX：75-0418
Mail:sports@betsukai-pf.or.jp

参加者募集! 申込先

●●●●●●●勉強会

●●●●●●●●●●●●●●●イベント

　職員が各マシンの使い方を１からご説明します。マシンを
使ってトレーニング体験をしましょう！
【対象者】高校生以上の方（定員 各部15名）
　　　　　*定員になり次第締切
【時間】昼の部　午後１時15分から２時30分まで
　　　　夜の部　午後６時15分から７時30分まで
※どちらの部も内容は同じです。

　ウエイトトレーニングの行い方、正しいフォームなどを職員が指
導します。ウエイトトレーニングの筋力測定も行います。
【対象者】 高校生〜50代までの方で、日常的に運動をされて

いる方（定員 各部10名）*定員になり次第締切
【時間】昼の部　午後２時45分から４時まで
　　　　夜の部　午後７時45分から９時まで
※どちらの部も内容は同じです。

◆「速く動こう〜相手より一歩速く動くコツ」をテーマにした講演会もあります。（詳細は上記のとおり）
■期日　3月21日（土・春分の日）午前8時15分から12時45分　　■会場　町民体育館
■参加料　無料　　■対象　町内の小学６年生〜高校生　　■内容　◆体力王決定戦（体力測定・団体種目）
■申込方法　◦ 各少年団、中学校、高校へ案内を送付いたします。
　　　　　　◦『スポーツ＠BETSUKAIブログ』からも開催要項及び申込用紙をダウンロードできます。

集まれ～ ! 別海町の小学6年生～高校生のジュニアアスリートたち!

●●●●●●●競技力向上セミナー

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●スポーツセンター祭り・2015春●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●スポーツ＠BETSUKAI事業

受講者募集中 初心者向け

中級者向け

締切
3月9日㈪

トレーニングマシン利用方法説明会

ウエイトトレーニング教室

身体づくり、始めませんか？

中学生・高校生の
応援イベントとし
て開催します。

■日時：３月20日㈮　午後６時30分から８時まで
■会場：町民体育館
　※３月16日㈪までにお申し込みください。

■日時：３月21日㈯
　　　　午前８時30分から９時30分まで
■会場：町民体育館（アリーナ）

　コンディショニングトレーナーの芦澤孝之氏を
お招きして、コンディショニングトレーニングの
重要性やいかにパフォーマンス力をアップさせる
かなどについて学びます。

【講師】芦 澤　孝 之氏
三菱重工相模原ダイナボアーズ  コンディショニングコーチ

第１弾 第2弾

◦いすゞ自動車ギガキャッツ（バスケットボール）
◦順天堂大学女子バスケットボール部
◦日本代表男子バスケットボール（1997年度）
◦ＮＥＣグリーンロケッツ（ラグビー）
◦三菱重工相模原ダイナボアーズ（ラグビー）

スポーツ関係者・指導者・保護者対象 中・高校生・指導者対象

コンディショニングトレーニング
ケガの予防とパフォーマンスアップのために 速く動こう 相手より一歩速く動くコツ

主な
スポーツ
指導歴

 ※ スポーツセンター祭り2015春と併せて
開催します。

参加者氏名、年齢、電話番号
を添えてご連絡ください。
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２日・９日・16日・21日・23日・26日（月末休館日）・30日

６日・13日・20日・27日・29日・30日（月末休館日）

3月の休館日

4月の休館日

図書館から
ふくろうおばさんからの

贈り物

■と　き／６日・13日・20日・27日㈮
　　　　　午前11時から11時15分
■ところ／図書館「お話のコーナー」

■対　象／０歳〜３歳程度
＊ 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。

　図書館は本を貸出すだけでなく、図書等を収集・保存し後世
へ引き継ぐ役割も担っています。別海町図書館では、地域の記
念誌等のほか、別海町が掲載された印刷物なども収集しています。
　本や雑誌等に別海町（村）が載っているものを見つけたら、文・
写真等、どんな小さなものでも構いませんので図書館までお知
らせください。

　町内在住の「ふ
くろうおばさん」
から『おべんとう
バス』（真珠まり
こ作／チャイルド
本社）の大型絵本

と絵本が寄贈されました。
　ふくろうおばさんには、平成14年から
大型絵本などの新刊図書を寄贈いただいて
います。ふくろうおばさん、ありがとうご
ざいました。

小さい子の
お話の時間

本の中の別海町（村）を集めています！

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

休館中の返却は玄関横の返却
ポストをご利用ください。

と絵本が寄贈されました。

生涯学習課から

育てよう別海町の『学びの木』

早寝早起き朝ごはんテレビを止めて外遊び

図書館利用のすすめ
　図書館法によると「図書館」とは「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆
の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする」社会教育のための施
設とされています。
　本町の図書館は平成５年に現在地に開館し、年間700万円の予算で新刊図書や雑誌・ 新聞を収集、移動
図書館車による学校や地域への巡回など読書活動の普及と発展を目標に活動しています。そんな図書館の活
動の中で皆さんがあまり耳にしたことのない（と思われる）「相互貸借（そうごたいしゃく）」「レファレン
スサービス」について紹介します。
■相互貸借
　図書館の蔵書は、年間約８万冊出版される新刊図書の中から厳選して収集していますが、別海町図書館で
所蔵していない本は「相互貸借」といって、近隣や道内の図書館・北海道立図書館・国立国会図書館・大学
図書館など、所蔵している図書館から当館が借り受けて、皆さんに貸出しをすることができます。マンガや
新刊図書など借受けできないものもありますが、できる限り皆さんの「読みたい要求」にお応えしています。
■レファレンスサービス
　参考調査（参考業務）とも言い、職員が図書館の資料を使っ
て利用者の調査研究のお手伝いを行います。図書館の所蔵して
いる資料で調べることができない場合も、道立図書館や国立国
会図書館などに当館から依頼して調べ、資料・ 文献を提供する
ことができます。「○○ってどうやって作るの？」「あの映画の
原作ってなんていう本？」など日常生活のちょっとした疑問や
知りたいこともお気軽にご相談ください。

　図書館は「こんな本が読みたい」「こんなことを調べたい」といった皆さんの「知」への欲求にお応えす
る身近な施設です。老若男女問わずぜひご利用ください。
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