就学援助制度入学準備金
申請受付締切日のお知らせ

学校教育課から

令和２年11月から申請を受け付けている
本制度は、１月29日㈮で申請の受け付けを
締め切りますので、お子さんが令和３年度に
小学校へ入学し、援助を希望する方は、就学時健康診断の案内と一緒に配付している本制度案内文書をご確認の上、
下記担当または各支所、各連絡事務所まで申請書等の提出をお願いします。
問合せ／学校教育・適正化等担当（内線3511）

スポーツセンターだより
自宅でできる

「冬のエクササイズ教室」
運動不足になりがちな冬、自宅でできる運動を紹介
します。
■日

程

1月25日㈪、２月１日㈪
午後１時から午後２時
■定
員 10名（町内在住の方優先）
※エンジョイ軽運動教室と並行して開催します。
■会
場 町民体育館アリーナ
■講
師 田中こずえ氏
（日本バレエ協会所属、ジャズダンス、
バレエサークル指導経験者）
■参 加 料 無料
※参加料とは別に施設使用料がかかります。
■持 ち 物 上靴、汗拭きタオル、飲み物、マスク
■申込締切 １月22日㈮

令和２年度

「冬場の運動教室」
冬季は寒さから外に出る機会が減ってしまい運動不
足になりやすいため、積極的に体を動かしましょう。
■日

程

１月14日㈭、21日㈭、28日㈭
２月４日㈭、18日㈭、25日㈭
毎週木曜日 計６回
午前10時から午前11時30分
■定
員 20名（町内在住の方優先）
■会
場 町民体育館
■講
師 健康運動実践指導者 岡本裕美 氏
■参 加 料 教室参加毎 一般100円、65歳以上50円
※参加料とは別に施設使用料がかかります。
■持 ち 物 寒くない服装、上靴、汗拭きタオル、
飲み物、マスク
■申込締切 １月12日㈫
申込み・問合せ

別海町総合スポーツセンター

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。

TEL 75-2882 FAX 75-0418
Eメール sports@betsukai-pf.or.jp

令和２年度

「ルーキースケート教室」
春から１年生になる本町の年長幼児さん限定のス
ケート教室を開講します。スケートはバランス感覚を
養うこともできるスポーツです。１年生になる前に、
ぜひチャレンジしてみましょう。
■日
程
①別海町営スケートリンク≪朝≫
１月13日㈬、14日㈭ 午前10時15分から午前11時
②別海町営スケートリンク≪昼≫
１月18日㈪、19日㈫ 午後３時15分から午後４時
③尾岱沼スケートリンク
１月13日㈬、14日㈭ 午後２時から午後2時45分
④西春別スケートリンク
１月20日㈬、21日㈭ 午後３時15分から午後４時
※教室開始５分前にスケート靴を履いて管理棟前に集
合してください。スケート靴の履き方に自信のない
方は気軽にスタッフへお声掛けください。
※悪天候の場合は中止となります。教室の１時間前に
は決定しますので、ホームページまたはお電話でご
確認ください。
■講
師 別海町地域振興財団職員
■参 加 料 無料
■持 ち 物 スピードスケート靴、手袋、帽子、マスク
■申 込 み ①から④の日程を選択し（２コース選択
可能）、参加するお子さんのお名前、所
属の幼稚園または保育園、保護者氏名、
緊急連絡先をお伝えください。
■申込締切 １月８日㈮

令和３年度 町民体育館利用に係る

利用調査票の受付について

本年４月からの一般開放について、利用時間お
よび各種大会等の日程調整をします。施設利用を
計画する団体、サークルは利用調査票の提出をお
願いします。
■提出書類 町民体育館利用調査票
■提出期限 ２月８日㈪
■書類配布・提出先 町民体育館事務所窓口

BETSUKAI 2021.1

18

図書館から

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１月から３月の巡回日程は次
のとおりです。
貸し出しは１人５冊まで、貸
出期間は２週間です。利用者
カードは本館と共通です。
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、
ぜひ町内を巡回する移動図書館
車をご利用ください。

移動図書館車

地区ステーション名

時

間

１月

２月

３月

上

風

連（役場連絡事務所前︶ 13：25～13：35

19

２

9

上

春

別（役場連絡事務所前︶ 14：55～15：10

21

4、25

１１

西春別駅前（東官舎前︶

11：20～11：35

22

5、26

12

西春別駅前（西公民館前︶

11：40～11：55

22

5、26

12

西春別駅前（西官舎前︶

13：00～13：20

22

5、26

12

西春別駅前（役場支所前）

13：25～13：55

22

5、26

12

西

春

別（町内会館裏）

15：20～15：35

22

5、26

12

中

春

別（消防署分遣所前）

16：10～16：25

26

9

2、16

尾

岱

沼（尾岱沼支所前）

13：20～13：35

29

12

5、19

尾

岱

沼（東公民館前）

13：40～13：55

29

12

5、19

※令和２年度の巡回日程表は図書館、各支所、各連絡事務所、各公民館、上西春別
中学校地域開放型図書室で配布しています。また、図書館のホームページでも閲
覧できます。

おすすめ本
家

別海町出身作

作
秋子さんの新

河㟢

「鳩 護」
河㟢秋子 著
岩崎書店

小森椿27歳、会社員。ベランダ
に突如舞い込んできた鳩の面倒を仕
方なくみることにした。そんなある
日「逃げられんよ、猫背。お前は俺
の次の『鳩護』になるんだ。」謎の
男にそう告げられる。鳩護とは何
か？鳩をめぐる物語。
ぜひご一読ください。
貸出中の場合は予約もできます。

小さい子の
お話の時間

はくちょう号巡回日程（１月から３月）

廃棄図書（一般書・児童書）を住民還元します
廃棄の対象となる図書を町内在住の方へ無料で配布します。
先着順ですのでご了承ください。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、ご注意ください。
■期間 １月29日㈮から２月14日㈰
■場所 図書館エントランスホール

たんぽぽからの贈り物
手作り布絵本サークルたんぽぽから
79作目となる「たんじょうびおめで
とう」が寄贈されました。
わかやまけんさんの絵本をベースに
作成された布絵本です。
たんぽぽの皆さん本当にありがとうございました。
布絵本はカウンター前に展示しています。ぜひご覧ください。

図書館職員が赤ちゃん絵本の読み聞かせや手遊びをします。
■日時 ８日㈮、15日㈮、22日㈮、29日㈮ 午前11時から午前11時15分
■場所 図書館「お話のコーナー」
■対象 ０歳児から３歳程度
※密集を避けるため、参加は先着３組までとなります。

１月の夜間開館日
８日㈮、15日㈮、22日㈮、29日㈮
午前10時から午後７時（試行中）

※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。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、各種予定が変更となる場合
があります。

１月の休館日 １日から６日、11日、12日、18日、25日、28日（月末休館日） 問合せ／図書館
２月の休館日 １日、８日、11日、15日から22日（蔵書点検︶、23日
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TEL75-2266 FAX75-0506
Eメールtosyo@betsukai.jp

