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主な記事 

・町内の小･中･高等学校で入学式 

・転入教職員歓迎式を開催 

・外国語指導助手ジェイコブさん来

町 

・アリソンさんの英会話教室 

・児童館フリールームが誕生！ 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

・スポーツセンター･スタードーム

の利用について 

・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月に入り、肌寒い日はあるものの、日を追うごとに日差しが春らしくなってきました。４月初旬、大きなランドセルや大

きめの制服を身につけた新１年生の入学式が町内の各学校で行われました。 

今年は小学校で３３人、中学校で２４人、厚真高校で３２人の計８９人の１年生が入学し、大きな希望を胸に抱きなが

ら、学び舎(や)への第一歩を踏み出しました。学校別では、厚真中央小が２３人、上厚真小が１０人。中学校では、厚真

中が１５人、厚南中が９人となっています。 

一方、暖かくなるにつれて、子どもたちが屋外で活発な活動をする季節にもなってきました。各学校では、校区内の危

険な場所を示したマップの作成をするなど、事故の未然防止に努めています。保護者や地域の皆さんも、日ごろから子

どもたちの交通事故防止や、池や川・用水路などによる事故防止に向けた、十分な指導をお願いします。 

また、教育委員会と青少年健全育成委員会では、町内の全家庭･全事業 

所に依頼しての、『子どもを変質者から守るひなんの家』運動や、町内全域が 

子ども 110番の実施地区であることを示す【子ども 110番パトロール地区】の 

看板設置など、関係各方面と連携しながら子どもの見守りに取り組みます。 

今一度、子どもの安全について各家庭・地域で再確認し、未来を担うかけが 

えのない子どもたちを守り育てていきましょう。 

 1１人が新たに着任！ 

４月１日付けで町内の各小中学校の教職員人事異動があり、９人が転出され、1１人が新たに着任しました。４月

４日には、青少年センターで『転入教職員歓迎式』が開催され、宮坂尚市朗町長、三國和江町議会副議長、佐藤

泰夫教育委員長、教育委員などが出席。宮坂町長による町のイラストマップを使ったまちづくりの紹介などが行われ

ました。転出、転入された教職員は次のとおりです。 

転 入【敬称略】 

厚真中央小校長  久葉 忠男（伊達市立伊達小） 

厚真中教頭     砂金 佳伸（豊浦町立豊浦中学校） 

厚真中央小教諭  富岡 保子（函館市立金堀小） 

厚真中央小教諭  富塚 栄樹（苫小牧市立勇払小） 

厚真中央小教諭  菅原 尚樹（登別市立幌別小） 

上厚真小教諭    阪本 小百合（苫小牧市立植苗小） 

上厚真小教諭    鈴木 幸恵（豊浦町立豊浦小） 

上厚真小養護教諭 野々宮 規美代（安平町立早来小） 

厚真中教諭       須田 由実子（白老町立白老中） 

厚真中教諭     下村 朋矢（白老町立緑丘小） 

厚南中教諭     西村 靖（登別市立鷲別中） 

 

転 出【敬称略】 

厚真中央小校長  石井 告美（苫小牧市立光洋中） 

厚真中教頭     細野 輝彦（登別市立登別中） 

厚真中央小教諭  白井 典（苫小牧市立勇払小） 

厚真中央小教諭  多田 智明（登別市立富岸小） 

厚真中央小教諭  小川 秀聡（むかわ町立鵡川中央小） 

上厚真小教諭    中西 太郎（安平町立早来小） 

上厚真小教諭    齋藤 優佳（苫小牧市立苫小牧東小） 

上厚真小養護教諭 樫村 弥生（退職） 

厚真中         八柳 和宏（伊達市立光陵中） 

 

中央小学校入学式（４月７日） 
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天然記念物に指定されている北海道犬の中にあっ

て、「厚真犬」と呼ばれる虎毛の北海道犬「厚真虎毛

犬」の保存を目的に、犬の購入費の一部を補助しま

す。補助内容は以下のとおりです。 

北海道犬厚真虎毛保存補助金交付基準 

◆生後１年未満の厚真虎毛犬購入費の実費額（ただ

し上限５万円） 

◆畜犬登録料の実費額 

◆狂犬病予防注射の実費額 

※補助対象者は町内におい 

て厚真虎毛犬を飼育する 

町民に限られます。 

問合せ 

教育委員会社会教育グループ 

 ℡27-2495 生後３カ月の虎毛犬 

アメリカ出身の町ＡＬＴ（外国語指導助手）アリソン・

シェアラ―先生による５月から７月期の英会話教室の

受講生を募集します。 

日 程 ５月 1３日【火】から７月 1７日【火】 

     毎週火曜日 午後６時から７時 

場 所 青少年センター２階 研修室 

対 象 英会話に興味のある中学生以上の町民の方 

内 容 英会話や筆記を交えながら、外国の文化や

生活習慣等について学びます。 

申込み 教育委員会 社会教育グループ 

問合せ ℡２７－２４９５  担当：辻 

※受講を希望される方は、必ず申込 

みをして下さい。 

本町のＡＬＴ（外国語指導助手）チェイス・ロバートさんの後任としてジェイコブ・ロビンスさんが 

来町しました。ジェイコブさんは、イギリスのコーヌヲール州の出身で、現在２７歳です。 

厚真町に赴任される前は静岡県の浜松市で２年間英語教育指導助手の経験があります。 

皆さんこんにちは！私は４月１日に厚真町に来ました。浜松ではもう桜が満開で

したので雪のある光景に驚きました。 

 私は、日本に来て３年目になりますが、まだ、日本語が上手ではありません。厚

真のみなさんからたくさんの日本語を学べることも楽しみにしています。町のみなさ

んもたくさん声をかけてください。 

 子どもたちと楽しく英語の授業ができるようにがんばります。そして、子どもたちが

将来外国へ旅行したり、外国の人と出合った時に自信を持って英語で話せるよう

お手伝いをしていきたいです。よろしくお願いいたします。 

 

 

教育委員会では、子どもたちの放課後生活と子育て環

境のさらなる充実を図るため、児童館の一部に子どもたち

が安心して利用できるフリールームを開設しました。 

○学童保育に登録していない５年生以上の子どもたちも

放課後の時間帯に自由に利用できます。 

○開館中は子どもたちの利用を見守る管理人が常駐して

おり、さまざまなゲームや遊具を借りて遊んだり、読書や

自主学習ができるコーナーがあります。 

詳しくは配布されている利用の手引きをご覧ください。 

◆場所：  厚真町京町 児童会館内 

◆問合せ：教育委員会社会教育グループ ℡27-2495 

趣味はスケートボードとスノーボードのジェイコブさん。たくさん交流しましょう！ 

 

３月１２日に開催された臨時教育委員会及び３月２７日に

開催された定例教育委員会の主な会議内容についてお

知らせします。 

◆報告事項 

平成２６年度４月１日付教職員人事の内示について（１件

／臨時教育委員会）、行事参加等の動向、第１回厚真

町議会定例会、教職員の辞令交付伝達式及び転入教

職員の歓迎式、放課後子ども教室報告会、パークゴルフ

場オープン予定、鹿沼 長門茂明さんからにらを学校給

食センターに寄贈（６件／定例教育委員会） 

◆議案 

平成２６年度厚真町公立学校教職員人事の内申につい

て（１件／臨時教育委員会）厚真町立学校管理規則の

一部改正について、厚真町立学校管理規則願出等手続

規程の全部改正について、厚真町立学校職員服務規程

の制定について、厚真町児童生徒の出席停止の手続等

に関する規則の制定について、厚真町立学校における文

書保存に関する規程の制定について、北海道厚真高等

学校教育振興補助要綱の一部改正について、厚真町教

育委員会事務局職員の人事について（７件／定例教育

委員会） 

★問合せ 教育委員会 学校教育グループ℡27-2494 

 

出身地のコーヌヲール 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日）  

子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所をとの願いから、「こ

どもの読書週間」は１９５９年（昭和３４年）に誕生しました。もともとは、５月５日の

「こどもの日」を中心とした２週間（５月１日から１４日）でしたが、子どもの読書へ

の関心の高まりを受けて、「子ども読書年」である２０００年に現在の４月２３日（世

界本の日・子ども読書の日）から５月１２日に期間を延長しました。開始当時か

ら、図書館・書店・学校を中心に、子どもたちに本を手渡すさまざまな行事が行

われてきました。 

  幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判

断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。子ど

もに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えると

き、それが「こどもの読書週間」です。 

 青少年センター図書室では、５月から、子どもたちに読んでほしいおすすめの絵

本や児童書の展示を行いますので、ぜひお子さんと一緒にお立ち寄りください。 

 

「全国書店員が選んだ いちばん！売りたい本 2014年本屋大賞」が４月８日発表されました。 

本屋大賞とは、本が売れない時代と言われる中で、 商品である本と、顧客である読者を最も知る立場にいる

書店員が「売れる本をつくる」「出版業界に新しい流れをつくる」「出版業界を現場から盛り上げていく」という考え

の下で生まれた賞です。全国の書店で働く書店員が過去１年の間、自身が自分で読んで「面白かった」、「お客

様にも薦めたい」、「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票し、決定されます。 

過去の大賞には、『海賊とよばれた男』（百田尚樹/著）、『謎解きはディナーのあとで』（東川篤哉/著）、『天

地明察』（冲方丁/著）などが選ばれています。今回の結果は以下のとおりです。 

大賞 ２位 ３位 

『村上海賊の娘』 

（和田竜/著） 

『のぼうの城』著者が４年をか

け、この１作だけに注ぎ込んだ

最高傑作。 

 

『昨夜のカレー、明日のパン』 

（木皿泉/著） 

 数々のテレビドラマを手掛ける

人気脚本家夫婦がはじめて綴っ

た、悲しいのに幸せな気持ちにな

れる連作長編小説。 

『島はぼくらと』 

（辻村深月/著） 

 小さな島からフェリーで本土の高

校に通う４人の別れと、その島に

住む人々の生活や葛藤を描いた

物語。 

４位 『さようなら、オレンジ』（岩城けい/著） ５位 『とっぴんぱらりの風太郎』（万城目学/著） ６位 『教場』

（長岡弘樹/著） ７位 『ランチのアッコちゃん』（柚木麻子/著） ８位 『想像ラジオ』（いとうせいこう/著） ９位 

『聖なる怠け者の冒険』（森見登美彦/著） １０位 『去年の冬、きみと別れ』（中村文則/著） 

☆青少年センター図書室では、４月末まで特集を展示していますので、ぜひご覧ください！ 
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      『豆の上で眠る』 

湊かなえ/著 

 

 

 

 

 

・ ありふれた愛じゃない          村山由佳/著 

・ 冬空トランス                長沢樹/著 

・ フェイバリット・ワン            林真理子/著 

・ Burn                 加藤シゲアキ/著 

・ 不祥事                  池井戸潤/著 

・ 百舌の叫ぶ夜               逢坂剛/著 

・ 愚者よ、お前がいなくなって淋しくてたまらない 

伊集院静/著 

・ 

 

      『捨て犬・未来と捨てネコ・未来』 

今西乃子/著 

        

 

 

 

・ 新訳 雪の女王          アンデルセン/作 

・ ミジンコ                  森文俊 /著 

・ ルルとララのかわいいデザートレシピ 

あんびるやすこ/監修 

・ 大江戸散歩               香月日輪/作 

・ きっずジャポニカ新版             小学館 

・ 人体                   坂井建雄/著 

・ 魔女カフェのしあわせメニュー  

あんびるやすこ/著                  

 

      『 先生！どうやって死んだら 

いいんですか？ 』 

山折哲雄 伊藤比呂美/著 

          

 

 

 

 

・ もう限界!!親を介護施設にあずけるお金がわかる本                                  

高室成幸/著 

・ はじめてのレース編みタティングレースのアクセサリー                    

北尾恵美子/著 

・ 子どもを持ったら知っておきたいお金の話 

飯村久美/著 

・ 本の逆襲                内沼晋太郎/著 

・ 超かんたん開運リセット風水     宮咲ひろ美/著 

 

・                   /著 

・                    /著 

実用書 

 

 

 
■５月の休館日 

５月３日～６日 

■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） 

■絵本の読み聞かせ 

 おはなしのびっこ 

 ５月２２日【木】 

午前 10時 30分 

から午前 11時 

 

 

      『世界でいちばん貧しい 

大統領のスピーチ』 

くさばよしみ/編 

 

 

 

 

                   

・ ならんでるならんでる         竹下文子/作 

・ プラスマンとカズカズせいじん みやにしたつや/作 

・ ねことさかなとねこざかな  わたなべゆういち/作 

・ リボンちゃん                サトシン/作 

・ うまやのそばのなたね         新美南吉/作 

・ おおきくなったらなにになる？ 

ディック・ブルーナ/文・絵 

・ ごちそうなあに           はたこうしろう/絵 

・ か・げ                武田美穂/作・絵 

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 

■■５月の移動図書 

１４日【水】 

ともいき荘   午前10時30分～11時00分 

９日【金】 

上厚真小学校  午前10時３５分～10時５０分 

１６日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25分 

２３日【金】 

上厚真小学校  午前10時10分～10時25分 

３０日【金】 

さくら保育園  午前 ９時50分～10時00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35分～10時45分 

 

あそびにきてね！ 

１３年前に起こった姉の失踪事件

は今でも妹の心に違和感を残して

いた。訊ねることのできない問いを

秘め、大学生になった妹は…… 

同じ「未来」という名前の捨てられた

犬と猫が、「人間社会」「理想の飼い

主の姿」を楽しく語る。 

「文藝春秋ＳＰＥＣＩＡＬ」に寄せられ

た他人の人生についての悩みか

ら、様々な人生に奥深く話し合い

をまとめています。 

２０１２年話題となった、「世界

でいちばん貧しい国」であるウ

ルグアイのムヒカ大統領のスピ

ーチ絵本。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

春の暖かな陽射しに誘われて、フキノトウや福寿草も顔を出し、冷たさが残る風の中にも春の匂い

を感じられるようになりました。小学校の新学期に合わせ、放課後教室でも 4月 9日から新しいスタ

ッフも迎え、今年度の活動が始まっています。久しぶりの放課後教室にも、いつもと変わらず「ただ

いまー！」と帰ってきてくれる子どもたち。背丈もぐんと伸び、新しい学年になったことで心も体も

たくましくなっているように感じました。今年も 1年、大きなケガや事故なく活動していきたいと思

います。 

新 4年生はこの春から高学年の活動に仲間入り。活動日も変わり、5～6年生との活動に少し緊張気

味でしたが、遊びの中で先輩の高学年がいろいろと声をかけてくれる姿も見られ、すんなりと遊びの

輪に加わっていたのが印象的でした。今年度最初のプログラムは、体を動かすスポーツプログラムか

らスタートしました。お互いに声をかけあい、チームワークを発揮して元気に走り回っています。ま

た、天気の良い日には自由時間を使って外遊びにも出かけました。学校林周辺や、河川敷などを歩い

てみると、子どもたちはいろいろなものを見つけてきます。立ち枯れたススキは、ポキポキと簡単に

手で折ることができ、かくれんぼには最高の隠れ家になる素敵な遊び道具になることや、シーズンの

終わったスケートリンクの周りにはフキノトウがたくさん生えていることなどを、子どもたちは遊び

の中から発見していました。夏を先取りしたかのように半そで半ズボンで「暑い！」といいながら駆

けまわる子どもたちの姿。本当に子どもは風の子・元気な子です。4 月の後半には春の自然探検と題

し、春の山菜探し＆てんぷらづくりも予定しています。春の楽しい・美味しいを見つけて味わうこと

で、自然の中での遊びをもっと身近に感じてほしいと思います。 

3月 12日（水）に平成 25年度放課後子ども教室活動報告会を実施

しました。放課後教室に参加してくれている子どもたち、その保護者

の方、活動にかかわってくださった地域の方、地域内外の放課後教室

に関心を寄せていただいている方など 35名のご参加をいただきまし

た。活動の様子を写真のスライドでご紹介し、実際に放課後教室で行

ったゲームなども織り交ぜながらの報告会となりました。1年間のふ

り返りをふまえ、今年度も学校・家庭と協力しながら、地域に根ざし

た体験活動を展開していきたいと考えています。 

高学年はニュースポーツ（キンボール、アルティメット）を行いました。 

新スタッフの佐伯さん（なっちゃん）

です。よろしくお願いします！ 

オニごっこやリレーなどでたくさん体を動かしました！ 

学
校
林
や
河
川
敷
ま
で 

お
散
歩
♪
外
遊
び
は
楽
し
い
ね
！ 
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◆特  徴 四季を通じて利用できる屋内運動場です。町内外を問わず大勢の人たちで賑わっています。

スポーツ団体の練習や大会・合宿等にも利用されています。 

◆開館時間 平日・土曜日 ８：４５～２１：００ 

      日曜・祝祭日 ８：４５～１７：００ 

◆休 館 日 年末年始（１２月３１日～１月５日） 

 

◆施設内容 

スポーツセンター 
アリーナ 1,250㎡、バトミントン６面、卓球１２面 

バスケット・バレーボール・テニスコート各２面 

あつまスタードーム 
アリーナ 2,400㎡、ゲートボール４面、テニスコート３面 

フットサル２面、柔・剣道場各１面、弓道場(３人立)、トレーニング室 

◆利用方法 

 一般（個人）利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料（ただし、大会・合宿等が入った場合は取消す場合があります） 

＊町民以外は、２カ月前の月の１日から受付 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、受付窓口に提出 

 専用（団体）利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料（ただし、大会・合宿等が入った場合は取消す場合があります） 

＊町外者は、２カ月前の月の１日から受付 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、受付窓口に提出 

＊団体での使用は、１０名以上 

 大会・合宿等利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料 

＊町外者で、規模が 50人未満の場合は 5 カ月前の月の 1 日から受付 

 ただし、合宿等で町の施設等に宿泊する場合は、６カ月前の月の１日から受付 

＊町外者で、規模が 50人以上の場合は、１年前の月の 1 日から受付 

＊使用申請書に必要事項を記入の上、プログラムと合わせて受付窓口に提出 

◆電話予約受付（２施設共通） 

 電話で予約ができますが、許可証をもって決定しますので、『使用申請書』に記入の上、提出して下さ

い。 

◆使用料 

 

 
【スポーツセンター】    1 時間当り 

区分 
夏 期 

使用料 

冬 期 

使用料 

団 

体 

ア
リ
ー
ナ 

全面 

使用 

大学・一般 1,620 2,100 

高校生 1,220 1,580 

小・中 1,020 1,320 

1/2 

使用 

大学・一般 810 1,120 

高校生 610 810 

小・中 510 710 

1/6 

使用 

大学・一般 400 520 

高校生 300 400 

小・中 200 260 

会 議 室 300 400 

個 

人 

 

アリーナ 

 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中 100 150 

（夏期：5 月～10 月  冬期：11 月～4 月） 

【スタードーム】        1 時間当り 

区分 
夏 期 

使用料 

冬 期 

使用料 

団

体 

ア
リ
ー
ナ 

全面 

使用 

大学・一般 2,440 3,260 

高校生 1,830 2,440 

小・中学生 1,530 2,040 

1/2 

使用 

大学・一般 1,220 1,630 

高校生 910 1,220 

小・中学生 810 1,120 

1/3 

使用 

大学・一般 810 1,120 

高校生 610 810 

小・中学生 510 710 

1/4 

使用 

大学・一般 610 810 

高校生 510 710 

小・中学生 400 610 

柔剣道・ 

弓道場等 

大学・一般 2,140 2,850 

高校生 1,830 2,440 

小・中学生 1,220 1,630 

ミーティング室 400 610 

個

人 

アリーナ 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中学生 100 150 

柔剣道・ 

弓道場等 

大学・一般 200 300 

高校生 150 200 

小・中学生 100 150 

トレーニング室 
大学・一般 200 200 

高校生 100 100 

トレーニング室 

利用回数券 

大学・一般 11 枚綴り 2,040 円 

高校生 11 枚綴り 1,020 円 

 

◆問合せ 

厚真町字本郷２３４番地の６ 

ＴＥＬ：０１４５（２７）３７７５ 

ＦＡＸ：０１４５（２６）７０１５ 

「スポーツセンター・スタードーム利用
予定表」は、スポーツセンター窓口に配
置していますのでご利用ください。 


