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主な記事 

・第１４回集まリンピックを開催 

・平成２７年度から小学校で使用

される教科書が決定 

・児童生徒芸術鑑賞会を開催 

・カムイノミ・イチャルパのご案内 

・健康ふれあいマラソン大会開催 

・図書室だより 

・ハロウィンパーティーのお知らせ 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 今年もハロウィンパーティーを開催します！たくさんの小学生の申込みをお待ちしています♪ 

 

★と き  10 月 24 日(金) 午後 6 時 30 分から（受付は 6 時から） 

★ところ  総合福祉センター １階大集会室 

★参加料  無 料 

★持ち物  キャンディ１袋、キャンディなどを入れる袋 

★対 象  町内の小学生 （先着 120 人） 

★申込み  教育委員会生涯学習課  

社会教育グループ ☎２７－２４９５（直通） 

申込受付   10 月７日(火) 午前 9 時から 10 月 1０日（金）午後 5 時まで 

※行事が夜間になりますので、保護者の方の送迎をお願いします。 

   

            

８月２４日、かしわ公園野球場を会場に「第１４回

集まリンピック」が開催されました。当日は前日の大

雨がうそのような晴天に恵まれ、13 自治会、６００人

が参加しました。 

今年も厚真町公式キャラクターの「あつまるくん」

が開会式から登場し、会場を盛り上げてくれました。 

 競技は全１３種目行われ、参加者の皆さんは時に

は熱く真剣に、時には楽しく笑いながら、盛り上がりを

見せてくれました。 

 

★自治会対抗種目結果★ 

♦ムカデ大レースｉｎ厚真 

① 東町 ②本郷団地 ③新町  

♦ダービー 

① 朝日 ② 東町 ③ 本郷団地  

♦チャレンジ・ザ・ギネス 

① 東町（８４回大会新記録）②上厚真③本郷団地 

♦自治会対抗フープリレー 

① 朝日 ②豊丘 ③ 宇隆 

♦玉入れ“ＧＯＬＤＥＮ” 

① 新町 ② 西町 ③ 共栄 

♦混合年代別リレー 

① 豊丘 ② 本郷団地 ③ 軽舞 
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 ９月９日、新町町民広場パークゴルフ場を会場に、「自治会ナイターパークゴルフ 秋季大会」が開催され、９

自治会６３名が参加し、熱戦を繰り広げました。大会結果は以下のとおりです。 

【個人の部・男性】（敬称略）           

 第１位  蔵重 豊一（南町Ｂ）           

第２位  幅田 義信（新町Ａ）          

 第３位  都築 紀勝（南町Ａ）          

【個人の部・女性】（敬称略）             

 第１位  都築 静子（南町Ａ）          

 第２位  小路 順子（南町Ａ）          

第３位  矢部 慧子（本郷Ｂ）          

【ホールインワン賞】A コース８番ホール 高木幸男（上厚真） 

平成２６年度の屋外体育施設の利用終了

予定日は次のとおりです。 

 今年もたくさんのご利用ありがとうございまし

た。 

◆１０月３１日【金】まで 

 かしわ公園野球場 

 かしわ公園テニスコート 

 本郷いこいの森パークゴルフ場 

 

◆１１月１５日【土】まで 

 新町町民広場パークゴルフ場 

 上厚真パークゴルフ 

 

アイヌ民族の伝統的儀式「カムイノミ（神様への祈り）・イチャルパ（先祖供養）」を開催します。 

アイヌ民族古式舞踊や跡発掘現場説明会、昼食にはアイヌ文化伝統料理試食会（先着５０名）を行います。

皆さんのご来場お待ちしています。 

◆と き   １０月５日【日】 午前１１時から午後２時まで 

◆ところ   ショロマ１遺跡発掘現場（字幌内９３番地） 

◆主 催  北海道アイヌ協会厚真支部 

◆問合せ  厚真町教育委員会 

        ショロマ１遺跡発掘現場 ☎２９－５００８ 

   ※事前申込み不要ですので当日会場までお越しください。 

 

 

平成２７年度から４年間、本町の小学校で使用される教科書が決まりました。 

教科書見本は、青少年センター図書室に１０月１７日まで展示していますので手にとってご覧ください。 

中学校の教科書は、平成２７年度に決定し、翌年度から新しい教科書になる予定です。 

■使用する教科書 

  科目         発行者 科目 発行者 科目 発行者 

国語 光村図書 算数 東京書籍 図画工作 日本文教出版 

書写 光村図書 理科 東京書籍 家庭 開隆堂 

社会 教育出版 生活 教育出版 保健 東京書籍 

地図 帝国書院 音楽 教育出版 

■問合せ先 教育委員会 学校教育グループ ☎２７－２４９４ 

【団体の部】 

第１位   南町Ａ 

第２位   本郷Ａ 

第３位   本郷Ｂ 

第４位   新町Ａ 

第５位   本郷団地Ａ 

第６位   南町Ｂ 

ブービー   東和自治会 

８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 

 英語指導助手交代、財政援助団体等監査についてなど（14

件） 

◆議案 

平成２７年度使用教科用図書の採択について（１件） 

◆その他 

◆協議事項 

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 

 教育委員道内視察研修について（１件） 

◆問合せ 教育委員会学校教育グループ ☎２７－２４９４ 
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 「第１５回健康ふれあいマラソン大会」を開催します。さわやかな秋の田園を舞台に風とともに走

りましょう！たくさんの参加をお待ちしています。 

と き  平成２６年１０月１３日 月曜日（体育の日） 

      午前９時００分 受付 

      午前９時３０分 開会式 

午前１０時００分 スタート 

※スタート時間が繰り上がる場合がありますので、遅れないように集合してください。 

と こ ろ  厚真町スポーツセンター周辺道路 

参加資格   厚真町民及び町内に職場を有する方 

参加部門  小学生の部（１～６年生）男・女（３ｋｍ） 

      中学生の部（１～３年生）男・女（男子５ｋｍ、女子３ｋｍ） 

      一般の部        男・女（男性５Ｋｍ、女性３ｋｍ） 

      ウォーキングの部（未就学児童と保護者）（３ｋｍ） 

表  彰  部門ごとに男女別各上位３位までの方の表彰 

      ※ウォーキングの部の表彰はありません。 

      ※参加者全員に参加賞を贈呈します。 

参加申込  ①小中学生は各学校で配布済みの参加申込書（兼承諾書）により保護者の承諾を得た上、

１０月１日（水）までに各学校へ提出してください。 

      ②一般参加者は１０月３日（金）までに下記へ電話でお申込みください。 

申込・問合せ  厚真町スポーツセンター（生涯学習課社会教育グループ） 

☎２７－３７７５ 

平成２６年度児童生徒芸術鑑賞会が９月３日、厚真中央小

学校を会場に開催されました。今年は東京都から「劇団め組」

の皆さんを招き、演劇を鑑賞しました。公演は午前と午後の２

部構成で、午前の部は町内小学校児童を対象に「青い鳥」を、

午後の部は町内中学校生徒を対象に「ベニスの商人」の公演

が行われました。児童生徒たちは、劇団の皆さんの熱の入った

演技を熱心に鑑賞していました。 

  

 

 本町のＡＬＴ（外国語指導助手）のアリソン・シェアラーさんの後任として、エレン・マリアノさんが来町しました。エ

レンさんは、アメリカ合衆国出身です。 

 
みなさんこんにちは。私の名前はエレンです。アメリカ合衆国から来ました。 

厚真町のＡＬＴとして中学校などで英語を教えていくのがとても楽しみです。 

 私は以前１０日間だけ日本に来たことがあり、興味を持ちました。 

 私の趣味は、写真や絵画、陶芸で、ジョギングやサイクリング、水泳も好きで

す。今年の４月には、フルマラソン（42.195km）を完走しました。 

 厚真町では、ハスカップを食べたり、サーフィンやスキーを体験したり、農業も

学びたいです。 

 私はまだ日本語を話せませんが、みなさんと一緒に学んでいきたいと思いま

す。 

 みなさんに会えるのを楽しみにしています。 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

読書週間と町文化祭の開催に 
合わせ、図書フェスティバルを 
開催します。 
皆さんお誘い合わせのうえ 
ご来場ください。 

 

開館時間 

午前９時から午後５時まで 

○岸田典大氏による「絵本パフォーマンス」 

 午前１０時３０分から 

 演目：きょうはすてきなおばけのひ 

どんどこももんちゃん 

これはのみのぴこ       他 

○展示「昭和タイムトリップ展」 

○大型絵本・しかけ絵本展示 

○古雑誌リサイクルコーナー 

 

 

開館時間 

午前９時３０分から午後１時まで 

 

○子どもお楽しみコーナー 

わなげ、縁日、くじ引き、 

昔のあそびなど 

 
 食欲の秋 にぴったりの絵本をご紹介します 

りんごが「ごーごー」とかけだ
したら、いちご、だんごと「ご」
のつくものが次々にかけだし
たよ。次にごーごー走ってい
くのはだあれ? ワクワク楽し
い言葉遊び絵本。 

『りんごごーごー』        庄司 三智子/作 

なかよしの友だちと、大げんか。公
園の落ち葉に寝ころんで、いろんな
ことを考えて、家に帰ってみたら、
おじいちゃんがたき火をしていま
す。「じいちゃんのやきいもはうまい
ぞー!」 けんか相手の女の子もそこ
にいて…? 

『やきいもの日』          村上 康成作・絵 

 

～夜間プラネタリウム上映会～ 

「秋の星空を彩る古代エチオピア物語の登場人物たち」 

秋の夜空は他の季節と比べて目立つ星々があまりあ

りません。しかし、秋の星座たちでギリシャ神話の英雄

ペルセウスを取り巻く１つの物語をつむぐことができ

るのです。 

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 １０月２９日（水）午後６時３０分 

ところ 青少年センター２階 

 ～ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ！～ 

※夜間プラネタリウム投映会、観望会は夜間開催のた

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 

社会教育グループ℡２７－２４９５までお願いします。 

 

～皆既月食観望会～ 

１０月８日、月が地球の影にすっぽりと隠

れてしまうという「皆既月食」が起こりま

す。隠されてしまった月はどのようにみえ

るのでしょうか…？神秘的な現象を一緒

に観察しませんか？ 

 

と き  １０月８日（水） 

     １８時００分～２１時００分 

ところ  青少年センター２階 

申し込み １０月７日午後５時までに社

会教育グループまでご連絡く

ださい。 

※雨天の場合は中止となります。 

※ご自宅に双眼鏡がある方はぜひお持ち

ください。 
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     『どじにんじゃ』  

新井洋行/作 

          かげまるはたくさんの術を習得して黒

装束でかっこよく決めたクロヒョウにんじ

ゃ。とらわれた姫を助けるぞ！ってや

ることなすこと「どじ」ばっかり！読めば

読むほど笑いが止まらなくなります。 

 

・ばしゃにのって                とよたかずひこ/作 

・ふしぎなやどや              薛 漁思/原作 

・ペネロぺちきゅうがだいすき    アン・グッドマン/作 

・もしかしてぼくは               内田麟太郎/作 

・しんかんせんくんでんしゃにのたび     のぶみ/作 

・ゆっくとすっく うそはちくちく       さこもえみ/作 

・ゆっくとすっく ねんねなんてもったいない？   さこもえみ/作 

 

 

      『七色の毒』 

                       中山 七里/著 

 

          「色」にまつわる７つの怪事件に犬養

刑事が挑む連作短編集。現代社会

で起こりうる人間の奥底に眠る悪意

を鮮烈に描く珠玉のミステリーです。 

 

・アクティブメジャーｽﾞ             今野敏/著 

・正妻 上・下 慶喜と美賀子      林真理子/著 

・ふるさと文学さんぽ 北海道         野坂幸弘/監 

・政と源                   三浦しをん/著 

・北の街物語                内田康夫/著 

・死神の浮力               伊坂幸太郎/著 

・無垢の領域                桜木紫乃/著 

絵 本 

 

『 妖怪アパートの幽雅な日常 

ラスベガス外伝』 

  香月 日輪/著 

          シリーズ完結から４年。ついに待望の

特別編が登場しました。主人公夕士は

もちろん「妖アパ」の人々のその後がよ

くわかります。 

 

・都会（まち）のトム＆ソーヤ 11上・下   はやみねかおる/著 

・運命のウエディングドレス     あんびるやすこ/原作  

・タラ・ダンカン 10上・下    ソフィー・オドゥマン=マミュニアン/著 

・一期一会 大好き同士。       栗生こずえ/文 

・お月見テンテン９月のおはなし       蜂飼耳/作 

・ウォーリーをさがせ！トラベルコレクション 

マーティン・ハンドフォード/作 

 

 

 

 

 

        『子どもの困った！行動が 

みるみる直るゴールデンルール』 

河野俊一/著 

         何をするにも「いやいや」ばかり。作った

食事も食べない。外に出れば泣いて暴

れる。こんな困った行動に対処する方

法を紹介します。 

 

・屋根よりも深々と             文月悠光/著 

・恋する女の料理教室             ゴマブツ子/著 

・世界かもし 100億人になったら   スティーブン・エモット/著 

・名画で読み解く「世界史」        祝田秀全/著 

・深海探検                   洋泉社/著 

・疎開した四十万冊の図書        金高謙二/著 

・絵本屋さんがおすすめする絵本１００冊    柿田支弘/著 

実用書 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１０月の移動図書 

４日【金】 

上厚真小学校  午前１０時１０分～１０時２５分 

９日【水】 

ともいき荘     午前１０時３０分～１１時００分 

１１日【金】 

上厚真小学校  午前１０時１０分～１０時２５分 

１８日【金】 

上厚真小学校  午前１０時１０分～１０時２５分 

２５日【金】 

さくら保育園     午前１０時１５分～１０時２５分 

上厚真小学校  午前１０時３５分～１０時５０分 

宮の森保育園   午前１１時０５分～１１時１５分 

■１０月の休館日  

１０月１４日【月】は祝日のためお休みです。 

■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） 

■読み聞かせ 

 おはなしのびっこ 

 １０月２４日【木】午前１０時３０分から午前１１時 

 大型絵本 

 「でんしゃでかえろう」 

 パネルシアター 

 「柿の木マン」 

絵本の読み聞かせ 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 

 

 頭上を行き交うトンボに秋の空気を感じます。青かった田んぼも稲穂が大きく首を垂れて、黄金色の

じゅうたんが敷かれているようです。夏休みも終わり、学校の始業と同時に放課後教室も 2学期の活動

が始まりました。自然の中で季節の移り変わりを感じるプログラムや、体を動かしてスポーツの秋を楽

しむプログラムなどをお届けしたいと思います。 

 夏休み明け、最初の活動はプール遊びのプログラムを行いました。おひさまが出て、プールの室内は

温かくても水温が低く、楽しく遊べるかなぁという日もありましたが、子どもは風の子元気な子！冷た

い水もへっちゃらでプール遊びを楽しんでいました。普段のプール遊びでは登場しないライフジャケッ

トを使って浮いてみたり、オニごっこや海賊
かいぞく

ごっこなどをして遊んだり、浮島からのジャンプ大会など、

思う存分体を使って遊ぶことができました。 

 夏に食べたいおやつといえば、アイスクリーム！昨年より気温が低かったのでどうだろう？と思って

いましたが、今年もやはりアイスづくりのプログラムは人気が高かったです。ジッパー付きのビニール

袋にアイスのもと（ジュース）を入れ、切れ込みを入れた 2リットルのペットボトルにアイスのもとと

氷、そして、塩を入れアイスのもとが固まるまで振り続けます。昨年も経験している子は、氷だけでは

なく塩を入れると冷たくなることを覚えていました。また、初めて参加した子は、塩を入れて冷たくな

った氷を触って「なんでこんなにつめたくなるんだ？」と目を丸くしていました。こうして少しずつ子

どもたちの経験値を上げていければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8月 30日（土）に今年度 2回目の食育プログラム【あつまっ子ふるさと体験教室】を実施しました。

今回のテーマは畑作を知ろうということで、じゃがいも掘りの体験と普段農家さんが使っている農業機

械（トラクター）を見せてもらうプログラムを行いました。とまこまい広域農協青年部からは 14名の

青年部員さんが参加。子どもたちと一緒にじゃがいも掘りの作業をサポートしていただきました。その

あと、実際に畑で使っているトラクターに乗せてもらったり、学校の畑や家庭菜園では登場しない働く

大きな車を間近で見たりした子どもたちは大興奮。大型の農業機械が農家さんの仕事を支えるパートナ

ーとして、生産現場で活躍していることを知る大変良い機会となりました。 

ご協力いただいた皆様に改めて感謝を申し上げます。 

 

みんな大好き水遊び☆元気に泳いだり走ったり、今シーズン最後の水遊びを満喫 

わたぼうしさんのレク・シャボン玉も大人気！ アイス作りはみんなで協力。ひと汗かいて美味しくいただきました。 

固
ま
る
ま
で 

と
に
か
く 

振
り
続
け
ま
す
！ 

美
味
し
い
ア
イ
ス
を 

作
る
の
だ
！ 

約 400キロのじゃがいもを収穫！ 


