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8月の主な学校行事等
◆13日㈫から15日㈭　町内小中学校の学校閉庁日　上風連中学校のみ７日㈬から９日㈮
　※�学校閉庁日とは、教職員が一斉に夏季休暇を取得し、基本的に勤務しない日です。学校の働き方改革の
一環として全道的に進められています。

　⇒学校に連絡が必要な場合は、教育委員会へご連絡ください。
◆20日㈫　二学期始業式
◆25日㈰　根室管内ＰＴＡ研究大会(会場　別海中央公民館)
◆27日㈫から30日㈮　中央中学校　修学旅行
◆29日㈭から30日㈮　中央小学校・上西春別小学校・上春別小学校　修学旅行　　中央中学校　宿泊研修
◆29日㈭　野付小学校　水泳発表会　　中西別小学校　水泳記録会
◆30日㈮　上風連小学校　水泳発表会

　幼児教育の重要性を踏まえ、本町では教育政策の重点の一つとして「保幼小連携」を軸とした取り組みを
推進しています。

　幼児期では「非認知能力」を育成することが大切です。
　「非認知能力」とは、テストなどでは測ることができない自尊心や自己肯
定感など「自分に関する力」や協調性や思いやりなど「人と関わる力」な
どをいいます。
　また、平成29年に改定された幼児教育・保育の基準となっている幼
稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育
要領で「非認知能力」を軸にした「幼児期の終わりまでに育ってほ
しい姿（10の姿）」が示され、小学校もこれを理解した上で小学校の低学年の教育に当たることとしています。

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）

別海町の保育園・幼稚園・小学校の連携について⑴

※これらの姿は到達すべき目標でないこと、個別に取り出し指導するものではないことに留意します。

健康な心と体

和・文字への関心

幼児期で目指す姿

次回は「保幼小連携」の具体的な取り組みについてお知らせします。

協同性

伝え合い

自立心

道徳性の芽生え

思考力の芽生え

社会生活との関わり

生命の尊重

豊かな感性・表現

　令和２年（第72回）別海町成人式を令和２年１月７日㈫午後１時30
分から中央公民館で開催します。
　対象者は、平成11年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた
方です。本町に住民登録をされている方は、12月上旬に生涯学習課か
ら案内を送付する予定です。
　また、住民登録をしていない方で本町の成人式に出席を希望される方
は、事前に下記担当までお知らせください。

問合せ／生涯学習担当（内線3713）

令和２年 別海町成人式の開催について

　幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり、近年は国内のみならず海外でも「質
の高い幼児教育は将来の生活の安定につながる」という研究成果もあることから、質の高い幼児教育の
機会を保障することがとても重要だとされています。
　また、幼児教育と義務教育が別々にゼロから子どもの成長を促すのではなく、幼児教育で身に付けた
ことを生かしながら小学校の教科の学習につなぎ、子どもたちの資質や能力を伸ばしていくことが大切
です。

認知能力
学力やＩＱなど

非認知能力
自制心や自尊心、
思いやりなど

小学校入学まで
に鍛えることで
学習がスムーズ
になる、学力を
伸ばす土台とな
るものです。

生涯学習課から
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　「第55回別海町駅伝競走大会」兼「第23回別海町
女子駅伝競走大会」の参加チームを募集しています。
職場や学校、地域の仲間とタスキをつないで絆を深め
ましょう。

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

申込み・問合せ

スポーツセンターだより
参加チーム
募集別海町駅伝競走大会 浅井えり子さんのランニング教室

マラソンをより深く、もっと楽しく

　北海道の天然記念物に指定されているヤチカンバの見学会を行い
ます。
　ヤチカンバは、日本では本町と更別村にしか自生していないとて
も貴重な植物で、氷河時代からの生き残りと言われています。今回
の見学会では、なかなか見る機会の無いヤチカンバを間近で見てい
ただくとともに、湿原植物についてもご紹介します。
■日　　時　８月24日㈯　午前10時集合　午前11時解散
■集合場所　別海町役場駐車場　　■定　員　７名（申込み先着順）

■講　　師　標津の野の植物の会　松下 和江 会長、教育委員会文化財担当　戸田 博史 主幹
■申 込 み　電話かFAX、Eメールで氏名と電話番号を８月23日㈮までに下記担当へご連絡ください。
■そ の 他　湿原内を歩くので、必ず長靴をご持参ください。

問合せ・申込み／文化財担当（内線3712）　FAX 75-0637　Ｅメール syougai@betsukai.jp

ヤチカンバ見学会
生涯学習課から

　当館では、町の歴史や自然、産業を分かりやすく解説するために、
さまざまなジオラマを作成しています。このたび、漁業シリーズ第
３弾として「西別献上鮭の定置網漁」ジオラマが完成しました。（写
真中央）
　西別川の鮭は、寛政12年（1800年）に江戸の将軍に献上されて
以来、良質の鮭として名声を博し現在でもそのブランド名は広く知
られているところです。そうした鮭漁の様子をダイナミックにジオ
ラマとして表現しました。ぜひ、ご来館いただき、これまで作成し
たジオラマと合わせてご覧いただきたいと思います。

郷土資料館だより
郷土資料館から

８月の休館日　３日、４日、11日、12日、17日、18日、26日、31日

９月の休館日　１日、７日、９日、15日、16日、21日、23日、29日

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

郷土資料館自慢の手作りジオラマをご覧ください

■日　　時　９月８日㈰　※雨天決行
　　　　　　開会式 午前９時
　　　　　　一般男女スタート午前９時50分
　　　　　　（中体連スタート　午前10時）
■会　　場　別海町農村広場
　　　　　　（別海町ふるさとの森周回コース）
■対　　象　一般男女、高校男女
■距　　離　１周（男子5.0キロ、女子3.2キロ）
■区　　間　男女とも６区間
■参 加 料　１チーム　一般3,000円　高校2,500円
■申込締切　８月13日㈫
※ 本年度も全道中学校駅伝競走大会予選を兼ねた別海

町中学校駅伝競走大会と同時開催となります。応援
よろしくお願いします。

　パイロットマラソンアドバイザーでおなじみの浅井
えり子さんが、別海町のランニング愛好者に「走るコ
ツ」を伝授してくれます。
■講　　師　浅井 えり子 氏
　　　　　　（1988年ソウル五輪女子マラソン日本代表）
■日　　時　８月10日㈯　午前10時から正午
■対　　象　中学生以上30名
■会　　場　 別海町営パークゴルフ場管理棟およびラ

ンニングコース
■集合場所　別海町営パークゴルフ場管理棟
■持 ち 物　タオル、水分補給用飲み物、
　　　　　　ランニングシューズ
■申込締切　８月８日㈭
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図書館から

１　 募集作品は次の６部門とし、作品はいずれも未発表の
ものに限ります。

　⑴俳句　当季雑詠　一人　２句
　⑵川柳　雑　詠　　一人　３句
　⑶詩　　自由題　　一人　１編
　⑷短歌　雑　詠　　一人　２首
　⑸創作　原稿用紙（400字）20枚以内
　⑹随筆　原稿用紙（400字）10枚以内
　※�⑴から⑶までは、選者に作品を講評いただき、入賞者

には賞状を授与します。
２　応募用紙
　⑴�400字詰原稿用紙を使用し、部門ごとに別葉としてく

ださい。
　⑵作品は、縦書きで、右端から左へと記載してください。
　⑶ 原稿は原文どおり掲載しますので、必ず楷書でお書き

ください。
　⑷ 原稿用紙は、切らずに必ず１枚のままご使用ください。
　⑸�応募票を表にして、原稿用紙とともに必ず左上の隅を

とじてください。

　別海町文化連盟では、根室管内の文芸愛好者の皆さんの作品を広く
募集し、寄せられた作品を文芸誌「文芸根室 №42」に掲載し、秋ご
ろに発刊する予定です。詳しい募集内容は次のとおりです。たくさん
のご応募をお待ちしています。
　ご不明な点は、編集事務局にご確認ください。

　貸し出しは１人５冊まで、期間は２週間です。利用者カードは本館と共通で使用できます。カードは即時発行
しますので、初めて利用される方もすぐに本を借りることができます。
　図書館から遠い地域の方は、ぜひご利用ください。

移動図書館車巡回日程のお知らせ
移動図書館車「はくちょう号」の巡回を８月20日㈫から再開します。

８月の休館日　５日、11日、12日、19日、26日、29日︵月末休館日）

９月の休館日　２日、９日、16日、17日、23日、24日、26日︵月末休館日︶、30日

�※�月末休館日は、図書館整
理などのため休館させて
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

　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。
■日時　８月２日㈮、９日㈮、16日㈮、23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」

小さい子の
お話の時間

「文芸根室」№42の
作品募集について

３　応募期限
　�　俳句、短歌、川柳、詩、創作、随筆の６部門とも８月
23日㈮までに編集事務局必着とします。

４　応募票（ 役場、各支所、各公民館で配布・町ホームペ
ージからダウンロード）

　◦�出品者は別葉の応募用紙に必要事項を記入し、作品と
一緒に提出してください。

　◦�応募作品は個々に直接持ち込み、または郵送にて編集
事務局へ提出してください。

　◦�投稿後の作品修正は認められません。
５　その他
　�　全ての応募作品は『文芸根室（NO.42）』（定価300円）
に収録し発刊します。

６　応募・問合せ
　〒086-0215　別海町別海西本町52番地　
　別海町中央公民館内「文芸根室」編集事務局
　TEL�0153-75-2146

中央公民館から

移動図書館車
はくちょう号
巡回日程
（８月から10月）

地区ステーション名 時間 ８月 ９月 10月
上　風　連︵役場連絡事務所前︶ 13：25～13：35 20 ３ １、29
上　春　別︵役場連絡事務所前︶ 14：55～15：10 22 ５、19 ３､17､31
西春別駅前︵東官舎前） 11：20～11：35 23 ６、20 ４、18
西公民館前 11：40～11：55 23 ６、20 ４、18
西春別駅前︵西官舎前） 13：00～13：20 23 ６、20 ４、18
西春別駅前︵役場支所前） 13：25～13：55 23 ６、20 ４、18
西　春　別︵町内会館裏） 15：20～15：35 23 ６、20 ４、18
中　春　別︵消防署分遣所前） 16：10～16：25 27 10 ８
尾岱沼支所 13：20～13：35 30 13、27 11、25
尾　岱　沼︵岬町　木村様宅前︶ 13：45～13：55 30 13、27 11、25
東公民館前 15：35～15：50 30 13、27 11、25

※�本年度の巡回日程表は図書
館、各支所、各連絡事務所、
東公民館で配布していま
す。また、図書館のホーム
ページでも閲覧できます。

作品募集要項

検索町ホームページ
検索キーワード 文芸根室




