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主な記事 

・北海道家庭教育サポート企業等

制度協定締結式 

・集まリンピック開催のお知らせ 

・児童生徒「学習・生活・運動習慣」

向上運動啓発標語入選作品決定 

・全国市町村教育委員会連合会表彰 

・平成２９年度成人式について 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 ６月 23 日（金）に、上厚真小学校、厚真中央小学校を会場に、北海道家庭教育サポート企業等制

度協定締結式が行われました。北海道家庭教育サポート企業とは、『北海道教育委員会と協定を結び、

家庭教育を支援するために職場環境づくりに取組む企業』のことで、厚真町では 12 月からのコミュ

ニティ・スクール導入に向け、職場体験、職場見学の受け入れ、学校行事や地域行事の支援、教育

環境整備や登下校の見守りなど『企業による、地域の教育活動の参画』を目的に、町内の企業に呼

び掛けを行いました。このたび、趣旨に賛同いただいた 24 社が申込みをし、内 17 社が今回の協定

締結式に出席くださいました。厚真町のサポート企業は、すでに締結をしている 3 社を含め、27 社

となります。サポート企業の皆様、子どもたちの応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
厚真中央小学校会場 

 
上厚真小学校会場 

厚真町『家庭教育サポート企業』の皆様 

【締結企業】 

とまこまい広域農業協同組合本所・厚真支所、株式会社 丸博野沢組 

株式会社あつまスタンプ会、こぶしの湯あつま 

【新規締結企業】 

株式会社 丸斗工業、有限会社 ペイント＆メタルワークヤグラ 

あつまバス 株式会社、株式会社 金谷造園、株式会社 佐藤組 

上厚真自動車整備工場、有限会社 丹羽林業、北辰公業 株式会社 

ぼん理容院、まこと商事、株式会社 厚信電機、株式会社 今多建設 

有限会社 市原精肉店、株式会社 中川商店、有限会社 山ヨ藤井商店

有限会社 木本建設、株式会社 矢部建設 

【締結予定】 

厚真オートサービス株式会社、味の店ドライブイン本郷 

厚真園、有限会社 坂本商事、有限会社 蔵重自工、潮騒ラーメン 

有限会社 沼田重機、瀬戸商店 

今年の集まリンピックは、借り物競争やチャレンジ・ザ・ギネスなど伝統の自治

会対抗競技をはじめ、お子さんから高齢者まで、楽しく参加できる競技が盛りだく

さんです。ご近所・ご友人などお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！ 

と き ８月２０日【日】午前９時～ ところ かしわ公園野球場（雨天時はスタードーム） 

競 技 ①生み出せ！ファインプレー♪（一般男女）②借り物競争（小学校低学年） 

    ③ムカデ大レース in厚真（一般男女）④どうぶつ合わせ（幼児＆シルバー） 

    ⑤ダービー（一般男女）⑥三段綱引き（小学生以上） 

    ⑦チャレンジ・ザ・ギネス（自由）⑧○×ゲーム（全員参加） 

    ⑨つないでつないで（一般男女・子供・シルバー）⑩Shall We PARK？（シルバー）

⑪玉入れ‘GOLDEN’（一般男女）⑫落とさず運べ（小学生）⑬混合リレー（年代別男女） 

問合せ 教育委員会社会教育グループ ☎２７-３７７５（スポーツセンター） 
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児童生徒の「学習・生活・運動習慣」向上運動の取組の一つとして、一昨年から子どもたちから啓発

標語を募集しています。今年も、小学４年生から中学３年生までの、小学生１２２人、中学生１０５人

から、３６７点の作品応募がありました。厳正な審査の結果、次の標語が啓発標語として採用され、啓

発ポスターや平成３０年度のマナビィカレンダーに掲載されます。 

 

◎ポスター部門                                   （敬称略）   

ゲームだけ？ 今日の出来事 話そうよ 厚真中央小 ４年 大宮 幹丞 

本読むと  広がる世界  無げん大 上厚真小 ４年 内山 裕翔 

画面より  輝くべきは あなたです 厚真中 ３年 山野下明音 

使いわけ スマホと勉強  オンとオフ 厚南中 ２年 大藏 芽瑠 

◎マナビィカレンダー掲載標語（平成３０年度） 

掲載月 標   語 学校名 学年 氏 名 

５月 家族との 会話を楽しむ ノーゲーム 上厚真小 ５年 川村 羽海 

６月 聞けるかな 人の話を ねぶそくで 厚真中央小 ６年 大本あさみ 

７月 つかれたなぁ それはメディアの 使いすぎ 厚南中 １年 吉岡 凜乃 

８月 ネットより リアルの今を 大切に 厚真中 ３年 山口 海梨 

９月 お手伝い ほめてもらって うれしいな 上厚真小 ６年 手嶋 真輝 

10月 「あと５分」 何回言うの 同じこと 厚真中央小 ６年 中島 藍音 

11月 ゲームやめ 本をひらこう 家庭でも 厚南中 １年 奥井 啓太 

12月 エネルギー 朝のごはんで たくわえて 上厚真小 ５年 濱島 悠希 

１月 やめようよ 画面と会話は むなしいよ 厚真中 ３年 尾谷 琴音 

２月 伝わらない 自分の気持ち メールでは 厚真中央小 ６年 江川 京珠 

３月 ゲームせず 家族と会話 ふやそうよ 上厚真小 ５年 寒河江瑞希 

４月 もう夜だ 僕もゲームも 充電チャージ 厚真中 １年 本木 駿汰 

 

全国市町村教育委員会連合会から兵頭利彦前教育長へ表

彰状が授与され、６月２８日、青少年センターで遠藤秀明教

育長から伝達されました。 

兵頭前教育長は、平成２０年１０月１日に教育長に就任し、

平成２８年１２月２日まで３期８年余を本町の教育行政の振

興に尽力。その間、学力向上や外国語活動の推進をはじめ、「ふ

るさとを愛し未来に向かってたくましく生きる人材の育成」を

基本理念に掲げた厚真町教育振興基本計画の策定等、精力的に

手腕を発揮しました。 

 

 

教育委員と写真に納まる 
兵頭前教育長（右下） 
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教育委員会では、秋の自治会対抗ナイターパーク

ゴルフ大会を開催します。 

 

と き  ９月７日【木】午後６時から開会式 

ところ  新町町民パークゴルフ場 

参加料  無料 

その他  チーム編成等の詳細については、教育委

員会へお問い合わせください。 

締切り  ８月２８日【月】 

申込み  教育委員会社会教育グループ 

     ☎２７－３７７５ 

（スポーツセンター） 

 

平成２９年度の厚真町成人式を次のとおり開催し

ます。なお対象の方には１１月に案内を送付します。 

と き 平成３０年１月７日【日】 

 午前１１時から 

ところ 厚真町総合福祉センター 大集会室 

対 象 平成９年４月２日から平成１０年４月１日

の間に出生し、本町に住民票を置いている

方及び本人が町外へ転出していても、保護

者などが本町に在住している方 

問合せ 教育委員会 

社会教育グループ     

☎２７－２４９５ 

 

６月２８日に開催された定例教育委員会の会

議内容についてお知らせします。 

◆報告事項 

 第１回授業づくり研修会について、厚真町学校

給食センター運営委員会について、厚真町スポ

ーツ推進委員会議について（ほか６件） 

◆議案 

平成２９年度厚真町育英資金の貸付について

（１件） 

◆協議事項 

 厚真町教育委員会の活動状況に関する点検・評

価について（１件） 

◆その他 

 北海道市町村教育委員研修会の開催について

（１件） 

★問合せ 

教育委員会 学校教育グループ 

℡２７－２４９４ 

 

 

６月に予定されていた登山会ですが、当日雨

天のため中止となりましたので、再度参加者を

募集します。 

◆と き ８月２７日【日】 

     午前６時００分 総合福祉センター前集合 

午後７時００分 帰着予定 

◆行き先 シャクナゲ岳（蘭越町） 

◆持ち物 ザック、昼食、副食類、雨具及び防

寒着、水筒、軍手、ごみ袋、帽子、

タオル、着替え、虫よけ等 

◆服装等 行動に適した服装。靴は登山靴また

は運動靴で履きなれたもの。 

◆定 員 ３０人（小学生は保護者同伴） 

◆参加料 記念品及び保険料等（当日の朝徴収） 

大 人（中学生以上）1 人５００円 

     子ども（小学生）  1 人３００円 

◆その他 雨天の場合は中止（当日の朝決定） 

◆申込み ８月２２日【火】まで電話等で申込 

     教育委員会社会教育グループ 

℡２７－３７７５（スポーツセンター） 

  

 ８月２７日（日）に札幌市にて「北

海道マラソン２０１７」が開催されま

す。北海道マラソンでは、「１７９市

町村参加企画」が実施され、各市町村 

から１名が市町村代表ランナーとし

て選出されます。厚真町からは、佐藤

力さん（共栄）が町代表ランナーとし

て出場します。 

 今回の参加予定者は１７，０００人

とされ、道内最大規模のマラソンであ

る北海道マラソン。厚真町を含む全道

みんなで応援の輪をひろげていきま

しょう！ 
 

佐藤 力さん 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

波の音をＢＧＭに 

と き ７月２２日（土）～８月１５日（火） 

    午前９時～午後５時まで 

    （火・木は午後７時まで） 

ところ 青少年センター２階ホール  

               ギャラリー 

 

と き ８月２４日（木）午後６時３０分 

    ※晴天の場合は、引き続き天文台で観望

会を実施します。 

    （当日は、土星・月等を観察できます） 

ところ 青少年センター 

プラネタリウム室・天文台 

※夜間開催のため、小・中学生のみでの

参加の場合は、保護者の同伴もしくは

送迎が必要です。 

このコーナーへのお問い合わせは・・・ 

℡２７－２４９５まで 

本はどこで読みますか？家の中や喫茶店など、屋内の落ち着いた場所が多いのではないでしょう

か。今年の夏は、浜厚真海岸に図書室がおじゃまします。波の音や潮の香りを感じながら、屋外で本

を読んでみませんか。きっと、いつもとは違った読書体験ができると思います。 

『海のとしょしつ』のお知らせ 

日程：８月４日（金）５日（土） 

時間：９：００－１５：００ 

場所：浜厚真海岸 トイレ近くのステージ付近 

ご注意ください！ 

＊屋根のない場所で行いますので、来場の際は日焼け対策、熱中症対策をお願います。 

＊このイベントでは貸出を行いません。貸出希望の本があった場合は、後日青少年センター図

書室までお越しください。 

＊青少年センター図書室、厚南会館図書室は通常通り開館しています。（５日は厚南会館のみ休

館となります） 

＊雨天中止ですが、朝の天気の様子をみて開催するか決定します。ご来場予定で、不安な天気

の場合は青少年センターまでお問い合わせください。 

厚真町が世界の昆虫を所蔵してから

今年で３０年。時を経ても変わらぬ輝

きを放つ昆虫の保存状態の良さが見ど

ころです！ 

合わせて光の不思議を体感できるホ

ログラフィーもご覧ください！ 
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実用書 

 

 

 ■8月の休館日 

11日（金） 山の日 

 

■青少年センター図書室開館時間 

 午前９時～午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時～午後７時（火・木） 

■厚南会館図書室 

 午前 9時～午後 5時（月～日） 

※毎月５日・20日が土日・祝日の場合は 

休館となります。 

 

絵 本 
 

 

一般書 児童書 

■8月の移動図書 

・上厚真小学校 

 18、25日(金) 午前 10時 10分 

～10時 25分 

 

・ともいき荘   

18日(金) 午後 2時 00分～2時 30分 

 

■絵本の読み聞かせ おはなしのびっ子 

 場所：青少年センター 絵本コーナー 

 24日(木)  午前 10時 30分～11時 

折り紙でかっこいいロボットを折ってみません

か。この作品のすごい所は、紙を切らない所、１ま

いの折り紙で作れる所。作品のむずかしさや、作り

方の写真ものっているので、今まで折り紙が苦手だ

った人でも作ることができるよ。 

その他の新着一般図書 

・1934年の地図     堂場 瞬一/著 

・竜宮城と七夕さま     浅田 次郎/著 

・働く男          星野 源/著 

・悪左府の女        伊東 潤/著 

そのほかのあたらしいじどうしょ 

・動く貯金箱  

・ぼくたちのリアル 戸森しるこ/著 

・干したから… 森枝 卓士/写真・文 

・くろねこのどん 岡野 かおる子/作 

そのほかのあたらしいえほん 

・このパンなにパン？ ふじもとのりこ/作 

・ぼくはうさぎ 福田利之/作 

・10ぴきのかえるのなつまつり 間所ひさこ/作 

その他の新着実用書 

・農家が教える自然農法  

・一冊まるごとパクチー本  

・すぐれものポーチ 

・野菜のかんたん水耕栽培 

みんながねるときはおふとんにはいるけど、さば

くやサバンナのどうぶつは、どうやってねむるのか

な。ふだん見ることができない動物たちの寝ている

姿を、イラストとわかりやすい解説で説明します。

動物園で実際の動物を見ながらお話しても楽しい

かもしれませんね。 

この小説は 10 年以上前に連載されたもののが、

書籍化されることなく眠っていた「幻の青春巨篇」

だそうです。二人の対照的なアキラが池井戸作品お

なじみの銀行を舞台に活躍します。713ｐの長編で

すが、寝苦しい夜を忘れるくらいの読み応えです。 

ルータイプのカレーをスパイスを調合して家で作

ってしまおうという本です。著者はミュージシャン

としても活躍中の方。テレビ番組ではカレー好きが

高じてカレー講師としても活躍中。スパイス達人に

なれば、その日の気分に合わせたカレーを作ること

ができます。2 日目のカレーにはご用心ください。 

『オリロボ』 

フチモト ムネジ/著 

『どうぶつたちがねむるとき』 

ドボジャーク／作 

『旨い！家カレー』 

       小宮山 雄飛/著 

『アキラとあきら』 

池井戸 潤/著 

新着図書紹介 
ここで紹介した以外にも新着図

書がありますので、ぜひ図書室

までお越しください。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 お日さまのチカラを感じる夏らしい暑さが続いた 7 月。ただいま！と元気に帰ってくる子どもたちの額

には、すでに汗がにじんでいます。あっという間に過ぎてしまう北海道の短い夏です。暑い、暑いと言っ

ていられるのも今のうちだと思えば、この暑さを楽しまなければ損ですね。 

 6 月後半から 7 月のプログラムでは、缶けりやケイドロ、夏の自然探検などの外遊びや、おやつづくり

やモノづくり、毎年恒例となっている水鉄砲合戦などを行ないました。 

天気の良い日、「外で遊びたい！」という声が子どもたちからあがります。室内で遊ぶことが好きな子も

もちろんいますが、学年を問わず、外遊び人気はいまだに衰えていない印象を受けます。自然探検では葉

っぱをテーマにビンゴや、葉っぱドレスファッションショーを行いました。当たり前にある身近な自然で

すが、よく見てみる機会は意外と少ないのかもしれません。同じような形の葉っぱでも、周りがギザギザ

しているもの、ツルっとしているものがあります。触ったり匂いをかいでみたりする中で、子どもたちに

は色々な発見があったようです。缶けりやケイドロは、仲間を助けるため、オニから上手に隠れながら逃

げたり、全力で走ったり、頭と体をしっかり使ってみんなで遊べるゲームです。活動中、今年も様々な作

戦が繰り出されました。作戦が功を奏する場面もあれば、その作戦がもとでケンカに発展してしまう場面

もあります。どうするのかな？と子どもたちの様子を見ていると、低学年はお互いの主張が一方通行で平

行線をたどりますが、高学年では子どもたち自身で問題点を見つけ、自分たちで解決することが少しずつ

できるようになってきました。こっそり耳を傾けつつ、背中で感じる子どもの世界。口を出したくなる部

分も多々ありましたが、ぐっとこらえて見守ることも私たちスタッフの役割だと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モノづくりでは、ビーズと髪留め用のピンを使ったキーホルダーづくりや、学校林周辺で見つけた小枝

を使ってカードスタンドをつくりました。モノづくりプログラムは、上手につくることよりも、子どもた

ち自身が思い描く形に仕上げられるようサポートをしています。それぞれの個性が光る作品ができあがる

様子は、見ていて本当におもしろいです。今回のおやつづくりは、クレープづくりを行ないました。子ど

もたちにはホイップクリームをつくってもらい、そこにイチゴやブルーベリーなどのジャムを混ぜ、好き

なクリームを生地に乗せて包みます。厚真産のハスカップジャムも子どもたちには大人気でした。みんな

のうれしそうな顔がクレープをより美味しくしていたように感じます。 

 

 

 

 

子どもたちにとっては待ちに待った夏休み。通常の放課後子ども教室は、夏休み中はお休みとなります

が、特別教室として 3 つのプログラムを実施する予定となっております。大きな事故やケガもなく、楽し

い夏休みを過ごし、2 学期の始まりにはまた元気に放課後教室へ参加してくれることを願っています。 

 


