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主な記事 

・町内全学校長へ青少年健全育成

メッセージを伝達 

・学校給食にホッキ貝の寄贈 

・第４回厚子連スポーツ交流会を開催  

・秋季自治会対抗パークゴルフ大会開催のお知らせ 

・米国高校生アシュリーさんが児童生徒と交流 

・平成２６年度成人式について 

・図書室だより 

・集 ま リ ン ピ ッ ク 開 催 の お 知 ら せ 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

厚真町青少年健全育成委員会では、教育委員会と連携し「子ほめ運動」をはじめ、変質者から子どもを守る

「ひなんの家」の取り組み並びに「子ども１１０番パトロール」等の活動を推進して、青少年の健全育成に努めてい

ます。 

毎年７月、「社会を明るくする運動」（法務省）、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（内閣府）とされ、

全国で青少年の健全育成の推進を行う各種の取り組みが行われています。北海道では、「青少年の非行・被

害防止道民総ぐるみ運動強調月間」として高橋はるみ北海道知事からのメッセージが発表されました。本町で

も、７月２日に野澤政博 青少年健全育成委員会委員長が厚真町教育委員長メッセージと合わせて知事メッ

セージを町内全学校長に伝達しました。 

野澤委員長は、「次代を担う青少年が心身ともに充実した人生を送って

いくために家庭・学校・地域社会がその役割や機能を十分に果たし、青少

年が持つ力を最大限に発揮できる環境づくりにご協力いただきたい」と呼

びかけました。 

夏休みを迎えると、子どもが家庭や地域で過ごす時間が多くなってきま

す。厚真に住むすべての子どもたちが楽しく安全な夏休みを過ごせるよう

町民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

 

北海道の将来を担う青少年が、一人の人間として尊重され、大きな夢を育むことができる社会の中で、豊か

な人間性を培い、未来を切り拓くたくましさを身につけ、元気に育っていくことは、私たち道民の共通の願いです。 

しかし、人口減少、高齢化の進行や、情報化の進展は、社会情勢を大きく変化させ、青少年を取り巻く環境

にも影響を及ぼしています。その影響は、刑法犯として検挙・補導された少年の低年齢化や、出会い系サイト利

用などによる中高生の性的被害、児童虐待事件による被害が増加傾向にあるなどの形で現れています。 

こうした状況に対応していくためには、家庭、学校、地域社会をはじめ、私たち道民が一丸となって、青少年の

非行と被害の防止に取り組んでいくことが重要です。 

 道では、７月を「青少年の非行・被害防止道民総ぐるみ運動強調月間」とし、市町村や関係機関・団体等と相

互に協力・連携して地域の力を結集し、青少年の健全育成の機運を醸成し、非行と被害の防止を図るため、次

の九つを重点課題（目標）として取り組みます。 

皆さんには、本月間の取組に特段のご理解とご協力をお願いいたします。 

○重点課題（目標） 

（１）インターネット利用に係る非行及び犯罪被害防止対策の推進 

（２）有害環境への適切な対応 

（３）薬物乱用対策等の推進 

（４）不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止 

（５）再非行（犯罪）の防止 

（６）いじめ・暴力行為等の問題行動への対応 

（７）青少年の福祉を害する犯罪被害の防止 

（８）社会を明るくする運動の推進 

（９）「道民家庭の日」の普及 

平成26年７月 北海道知事 高橋はるみ 



平成２６年 ７月２５日発行 

２ 

本町ではグローバル社会に対応する子どもたちの育

成を見据え、文科省の教育課程特例校の指定を受け

小学校第１学年から外国語活動（英語）に取り組んでい

ます。 

６月２０日には英語教育推進委員会（委員長・石脇

正彦厚真中学校長）主催の研修会が、上厚真小学校

で行われました。 

  この日は、秋山敏晴北海道科学大学教授、佐藤育

子胆振教育局義務教育指導班主査、大塚謙二壮瞥

町立壮瞥中学校教諭、相馬和俊室蘭市立海陽小学

校教諭を招き、「響き合 

う小・中の英語教育」を 

テーマとした、英語教育 

シンポジウムを行いまし 

た。  

今年も7月7日に鵡川漁業協同組合厚真ホッキ貝

漁業部会から、ホッキ貝が寄贈され、澤口副組合長

から兵頭教育長へ手渡され 

ました。 

いただいたホッキ貝はむき 

身にして 29kg相当で、水産 

加工場で加工冷凍後、7月 

16日の学校給食にホッキカ 

レーとして子どもたちに提供さ 

れました。 

 

 今、日本の伝統文化が見直されています。 

外国の方にも人気のある「いけばな」を学んでみませ

んか？ 

日時  ８月２日（土）～１２月６日（土） （計８回） 

    午前１０時００分～１１時３０分 

対象  東胆振地域及び日高地域在住の小学１年生

～中学３年生（保護者の方も参加いただけます） 

場所  苫小牧市サンガーデン １階実習室 

受講費 花代実費のみ１回につき５４０円 

持ち物 小さなタオル 

申込み・問い合わせ 

    苫小牧地区伝統文化いけばな親子教室  

    電話 ０９０－３２１５－６０１０（石間） 

    ＦＡＸ ０１４４－３６－６４８９ 

趣味をたしなんでいる方で、展示や演奏など、発表の

場がほしいとお考えの方、自分たちで企画・運営してイ

ベントをやってみたいけれど場所がないという方……青

少年センターホールのご利用はいかがでしょうか。観客

席はおよそ５０席程度、展示スペースもあります。 

お問合せ 教育委員会社会教育グループ 

       ℡ ２７－２４９５ 

☆現在は、写真同好会と陶芸同好会の作品を展示して

います。夏休み期間中は「世界の昆虫展」を開催します

ので、ぜひお越しください。 

 

７月１２日、厚真町子ども会育成連絡協議会主催に

よる「第４回厚子連スポーツ交流会」が総合福祉センタ

ーを会場に開催され、町内の小学生４０人が参加しま

した。 

今年で４回目を迎えるスポーツ交流会は、個人競技

では「紙飛行機ゴルフ」を、団体競技では３チームに分

かれてドッヂビー（フリスビーを使用したドッヂボール）を

行いました。初めての種目となった紙飛行機ゴルフで

は工夫を凝らした様々な紙飛行機が宙を舞っていまし

た。４回目となったドッチービーもレベルが上がり、白熱

した接戦が繰り広げられました。スポーツを通じて普段

はなかなか交 

流できない他 

校間の交流も 

一層深まった 

有意義な大会 

となりました。 

６月２４～２７日の４日間、アメリカから高校生のアシ

ュリー・ガリーさんが来町し、町内４小中学校の児童生

徒と交流を深めました。 

アシュリーさんは、親類にあたる藤澤富蔵さん（共

和）のお宅に滞在し、各学校に１日ずつ訪問する本人

にとっても日本で初めてのインターンシップ（職業体

験）。訪問初日の２４日は、厚真中学校の１年生と一

緒に樽前山を登山し、生徒たちとさわやかな汗を流し

ました。アシュリーさんと一緒に登った浅野美月さんは

「登山しながらアシュリーさんと英語でいろいろな話をし

て、あっという間に山頂についた感じがするほど楽しい

時間だった」と話し、また、４日間の職業体験を終えた

アシュリーさんは「予 

想していたのと違っ 

て、厚真の子どもた 

ちが積極的に英語 

で話しかけてくれる 

のでびっくりした」と笑 

顔で話していました。 

 

樽前山山頂でくつろぐアシュリーさん（写真左） 



平成２６年 ７月２５日発行 

６ 

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４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２５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２６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２７年１月１１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６年４月２日から平成７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 

 

 
 
 
商品も盛りだくさん！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２４日【日】午前９時００分から 
ところ  かしわ公園野球場（雨天時はスタードームで開催） 
競 技 ①生み出せ！ファインプレー♪（一般男女） 
     ②借り物競争（小学生低学年） 
     ③ムカデ大レース in厚真（一般男女） 
     ④色合わせ（幼児＆シルバー） 
     ⑤ダービー（一般男女） 
     ⑥夏だ！三本引き！（小学生高学年） 
     ⑦チャレンジ・ザ・ギネス（自由） 
     ⑧○×ゲーム（全員参加） 
     ⑨自治会対抗フープリレー（一般男女） 
     ⑩究極の選択（シルバー） 
     ⑪玉入れ“GOLDEN”（一般男女） 
     ⑫ゴールを決めろ！（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） 

教育委員会では、学びたい講座を選んで地域の

生活会館などで受講できる出前講座を行っていま

す。多くの皆さんが参加できるよう厚真町の行政の

状況や、福祉サービス講座、各種文化教室、各種ス

ポーツ教室などの様々な講座を用意しています。お

気軽にお問合せください。 

～近年開催された出前講座～ 

・エコクラフト講座 

・押し花カレンダー講座 

・鉢作り講習会など 

 

※５名以上のグループでのお申込みとなります。 

◆問合せ 教育委員会社会教育グループ 

     ☎２７－２４９５ 

６月２７日に開催された定例教育委員会の会

議の内容についてお知らせします。 

◆報告事項 

 子ほめ運動強調月間についてなど（１５件） 

◆議案 

 平成２６年度育英資金の貸付けについて、厚真町

立学校管理規則の一部改正について、厚真町立

学校職員服務規程の一部改正について（３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 

◆問合せ  

教育委員会学校教育グループ ☎２７－２４９４  
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～夜間プラネタリウム上映会～ 

「さそり座と物語の登場人物たち」 

夏の南の夜空に浮かぶ、くっきりとしたＳ字

と赤い星。そう、お誕生日星座の１つ、さそり

座です。今月はこのさそり座とその物語に登場

する星座を紹介していきます。 

晴天の場合は引き続き天文台で実際に星を

観察しますのでぜひご参加ください。 

と き ８月２１日（木）午後６時３０分 

ところ 青少年センター２階ホール集合 

 

～ホログラフィー展を開催します！～ 

 実際には何もないのに、そこに物体が浮かび上がっ

ているように見える……。そんな光のアートをみてみま

せんか？普段よく目にしているのにあまり気づかない、

光の不思議に出会えるかもしれません。 

と き ７月３１日（木）～８月１９日（火） 

ところ 青少年センター２階談話室 

※期間中は隣接のホールで「世界の昆虫展」を開催し

ていますので合わせてご鑑賞ください。 

 ～夏休み映画上映会「恐竜大研究」～ 

およそ６５５０万年前まで地球上に生きていた恐竜た

ちの誕生から絶滅までを案内した作品です。 

日時     ８月５日・６日  

午前１０時３０分～/午後２時～（１日２回） 

上映時間  約４０分 

場所     青少年センタープラネタリウム室 

料金     無料 

～ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ！～ 

※夜間プラネタリウム投映会は夜間開催のた

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合せは 

教育委員会 社会教育グループ 

℡２７－２４９５ までお願いします。 

 

８月上旬は夏休みの宿題を応援する展示を開催します。自由

研究・工作の本や、読書感想文推薦図書などを展示・貸出しま

す。自由研究に関する本を探すのに苦労している時などは図書

室司書にご相談ください。 

 夏休みにぜひ読んでほしい本も揃えていますので、図書室へ

足を運んでください！ 

北海道立図書館から約３００冊の図書を借りました！ 

 道立図書館移動図書のコーナーは、青少年センター図書室入

口、新着図書コーナーの隣にあります。青少年センター図書室に

蔵書のない図書もありますので、ご利用ください。 

また、図書室にのない図書は北海道立図書館をはじめとする他

の図書館・図書室から借りることができます。探している本や読

みたい本が見つからない時にどうぞご利用ください。ご利用の際

は図書室司書までご相談をお願いします。 

道立図書館移動図書コーナー 
入れ替えました 

 

青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 図書館だより 
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実用書 

 

 

 

■８月の休館日 

８月の休館日はありません 

■青少年センター図書室開館時間 

 午前９時から午後５時（月・水・金・土・日） 

 午前９時から午後７時（火・木） 

■厚南会館図書室 

 午前 9 時から午後 5 時（月～日） 

■絵本の読み聞かせ 

 おはなしのびっこ 8 月 28 日【木】 

午前 10 時 30 分から午前 11 時 

 

絵 本 
 

 

 

 
ここに書いてある以外にもたくさんの新着図書

があります。みなさんどうぞご利用ください。 

一般書 児童書 

■8 月の移動図書 

20 日【水】 

ともいき荘   午後 2時00分～ 2時30分 

22 日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

29 日【金】 

さくら保育園  午前 ９時40分～ 9時50分 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25 分 

宮の森保育園  午前10時40分～10時50 分 

「海の男」にふさわしいカニクリー

ムコロッケとして生きようと決心

をしたコロッケくん。冒険の旅に出

発です。 

・天の光             葉室 麟/著 

・初恋料理教室         藤野 恵美/著 

・戌亥の追風          山本 一力/著 

・突然美女のごとく       林 真理子/著 

・硝子の葦           桜木 紫乃/著 

・平凡             角田 光代/著 

・利休の茶杓          山本 兼一/著 

・13 歳からの料理のきほん 34 ｱﾝﾄﾗﾑ栢木利美/著 

・おおかみこどもの雨と雪      細田 守/作 

・走れﾒﾛｽ 太宰治名作選       太宰 治/作 

・ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ 新訳          J.M.ﾊﾞﾘｰ/著 

・死神うどんｶﾌｪ 1 号店 1 杯目  石川 宏千花/著 

・怪盗ｸｲｰﾝと魔界の陰陽師  はやみね かおる/著 

・なりたい二人         令丈 ヒロ子/著 

・妖怪安全教室         広瀬 克也/作 

・もしもーし         山岡 ひかる/著 

・ライオンのひみつ     ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ･ﾜｲﾙﾄﾞ/文 

・ｿﾌｨｰのやさいばたけ      ｹﾞﾙﾀ･ﾐｭｰﾗｰ/作 

・だるまちゃんとやめんまちゃん 加古 里子/さく 

・おやすみなさい   ｳﾞｨﾙｼﾞﾆｰ・ｱﾗｼﾞﾃﾞｨ/ぶん 

・とおせんぼ          村上 しいこ/作 

・片づけなきゃ親の家片づけたい自分の家 

杉之原 富士子/著 

・切り絵作家 garden の草花と 

動物の切り絵図案集 garden/著 

・今ごはん、昔ごはん     松井 今朝子/著 

・冷凍保存ですぐできる絶品おかず ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｷ/著 

・沢村さん家(ち)のこんな毎日   益田 ミリ/著 

みんなのこころから、へいわがう

まれるんだね-。沖縄全戦没者追

悼式で、小学校 1 年生の安里有生

くんが朗読した詩による絵本。 

函館西署着任の前日、殺人事件

の報を受けた刑事の田原。被害者

はかつて愛した女だった。港町を

舞台に現在と過去が交錯する-。 

二日酔いの朝も、早出の朝も…。

弁当慣れしない父が、毎朝高校

生の息子につくった弁当 461

食。弁当作りの極意も満載。 

『コロッケくんのぼうけん』 

二宮 由紀子/著 

『へいわってすてきだね』 

安里 有生/詩 

『461 個の弁当は、親父と息子の 

男の約束』 渡辺 俊美/著 

『帰らずの海』 

馳 星周/著 

読み聞かせやパネルシアターなどを行

います。遊びに来てください！ 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 初々しかった１年生もすっかり放課後教室に慣れ、新学期が始まった当初に比べ、それぞれの学年

の子どもたちの顔つきが変わったな、と１学期が終わろうとしている今、そう感じています。子ども

たちにとっては待ちに待った夏休み。ケガや事故のない楽しい夏休みを過ごしてほしいと思います

（宿題や自由研究も忘れずに！）。 

 

 ６月のモノづくりプログラムでは、昨年も好評だった葉っぱスタンプを 

して遊びました。１年生にとっては初めてのモノづくりプログラムとなり 

ましたが、みんなそれぞれに個性あふれる素敵な作品がたくさんできまし 

た。 

 ７月前半は低学年では運動量が多いオニごっこやドッチビー（ドッチボ 

ールのルールで、ボールの代わりに柔らかい素材でできたフリスビーを使 

用するスポーツ）を行いました。ドッチビーではやはり３年生が主導権を 

得てゲームが進みましたが、何度もフリスビーを投げている子がほかの子 

に譲ってあげたり、１・２年生に投げる方向をアドバイスしたりする姿も 

見られました。負けたのが悔しくて泣いたり、ケンカをしたりすることも 

ありますが、自分たちの力で解決しようとする努力ができるようになって 

きました。また、体の使い方、身のこなしが春に比べて上手になってきて 

いると感じています。一方、高学年ではルールの理解やボールの扱いに技 

術が必要なミニバレーや、学校で習った技術を応用してのマット運動とい 

った活動を行いました。スタッフからのアドバイスや補助を受け、何度も 

練習する姿。これまではうまくいかないとやめてしまうことも多かったの 

ですが、今回は「もう一回！」とまた挑戦していく姿がありました。活動 

を通して子どもたちの成長が見えるというのはとてもうれしいことです。 

 天気の良い日の自由時間では、子どもたちのリクエストで外に遊びに出かけています。校庭にある

遊具での遊びだけではなく、学校周辺のお散歩をすることも多くなっています。子どもたちの身近に

ある自然は、子どもたちにいろいろなことを教えてくれます。桑の実は赤いものより黒いものの方が

熟していて美味しいこと。侍ごっこをするときにフキはちょうど良い傘になること。帽子にはっぱを

差し込んで寝転べば草むらで完璧に隠れられること。放課後教室の活動でお世話になっているご近所

の農家さんのところに散歩に行ったときには、ハウスの中を見せてもらったり、シーズン真っ盛りの

ハスカップを摘ませてもらったり、とそんな時間も過ごしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 夏休み期間中、通常の放課後教室はお休みですが、夏休み特別教室として今年は３日間の活動があ

ります。そのひとつに７月３１日（木）に開催される『ともいきの里夏祭り』にて、放課後子ども教  

室がお店を出店します。商工会青年部さんのご協力のもと、子どもたちがお店の開き方を厚真で商業                                 

を営む方から教わり、看板やポップの作成、会場設営、販売、会計まですべてを運営する【あつまっ

子カフェ】のオープンです。今年度も実施している農協青年部のみなさんとの活動（あつまっ子ふる 

さと体験教室）の昨年度の活動で、収穫したお米を使った商品（お菓や、

農家さんから仕入れた野菜などを販売します。17 時 30 分から 19 時まで

の営業時間となっておりますので、みなさまのご来店をお待ちしておりま

す。 

 


