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主な記事 

・「松浦武四郎の安都摩日誌」開催 

・児童生徒芸術等鑑賞会のお知らせ 

・中学生海外派遣事前研修 

・学校閉庁日のお知らせ 

・厚真町子ども教育委員会のお知らせ  

・平成３０年度成人式について 

・集まリンピック開催のお知らせ 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月４日から９日までの期間、幕末の探検家松浦武四郎をテーマに、パネル展や講演会、アイヌ料

理試食会、武四郎の足跡をたどるバスツアー、また青少年センター図書室での体験すごろくなど北海

道１５０年記念事業を開催しました。 

講演会では約100人の来場があり、松浦武四郎記念館元館長の髙瀬英雄氏から武四郎の生涯、人柄、

旅についての講演に続き、元北海道教育庁 田才雅彦氏からは、幕末の蝦夷
え ぞ

地を取り巻く情勢などに

ついて、乾厚真町教育委員会学芸員からは、１６０年前の厚真のエピソードが紹介されました。試食

会では鹿肉やギョウジャニンニクなどのオハウ（汁物）と武四郎が絶賛した粟団子を試食しました。

また、日誌の中で武四郎がそのはたらきに感心したという 

猟犬と同種の厚真犬との触れあいコーナーも設けられまし 

た。 

翌日の武四郎の足跡を辿るバスツアーでは、厚真川河口 

から幌内に至るまで途中にウォーキングをしながら厚和地 

区キムンコタン跡地、竜神沼、富里地区松浦武四郎之碑、 

幌内地区シュルク沢などを巡りました。日ごろ何気なく見 

慣れた風景の中に、学芸員のガイドにより改めて武四郎の 

歴史に触れた一日となりました。 

 北海道と命名されて１５０年。その名付け親の松浦武四 

郎をキーマンに私たちの厚真町、北海道の歴史と未来をつな 

ぐ事業となりました。実施に当たり多くの皆様のご協力を 

いただきましたことを心より感謝申し上げます。 

 

 

 

 

  

 

 

今年度はシエナ・ウィンド・オーケストラ（東京）所属のクラリネット奏者黒岩真美さんと道内

の音楽家８名をお招きし管打楽器アンサンブルコンサートを開催します。楽器一つ一つからあふれ

る音の迫力を間近で感じられる貴重な機会です。一般町民の皆さんにも開放しますので、皆さまお

誘い合わせの上、ぜひご来場ください。 

 

と き ８月２２日【水】 

    [午前の部]午前１０時２０分開演   

    [午後の部]午後 １時３０分開演   

ところ 厚真中央小学校体育館 

演 目 ◎サウンドオブミュージック 

    ◎シングシングシング  他多数 

主 催 厚真町教育委員会   

問合せ 教育委員会 社会教育グループ 

☎２７－２４９５ 

 

 

 

 

 
北海道出身。国立音楽大学

卒業。2001 年パリ・ニコ
ル・ノルマル音楽院へ留学。
同音楽院クラリネット科１
等賞、室内楽科満場一致の１
等賞で卒業。以後多数の世界
コンクールで１等賞受賞。 
現在、佐渡裕氏が首席指揮

者を務めるシエナ・ウィン
ド・オーケストラに所属。 

黒岩真美さん 
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本年度から、厚真町立小中学校に次のとおり夏季休業中に学校閉庁日を設けます。 

この期間、学校には教職員が不在になります。 

学校への問い合わせや転出入の手続きなどは、学校閉庁日以外の日に行ってください。 

【学校閉庁日】 

 平成３０年８月１３日（月）～１５日（水）の３日間 

【学校閉庁日を設ける目的】 

 ・教職員の心身の健康増進及び休暇取得の推進（ワークライフバランスの向上） 

 ・夏季期間における省エネルギーの推進 

【その他】 

 ・緊急時の場合は、学校が提示する連絡先又は下記の学校教育グループに連絡してくだ 

さい。 

  ・部活動も、特別な事情がある場合を除き、原則として実施しません。 

  ・学校プール並びに学校開放による体育館の使用もこの期間はできません。 

  ・冬季休業中の平成３１年１月４日（金）も閉庁日になります。 

 【問い合わせ先】 

  教育委員会 学校教育グループ（☎２７－２４９４） 
 

 

州では水は貴重。シャワーはできるだけ短く」

「オーストラリア人は日本のことに興味を持っ

ているので、おくすることなく積極的に話しか

けてみて」と流ちょうな日本語で生徒に話しか

け、生徒たちは豪州への思いや期待を膨らませ

ていました。 

 事前研修は４回行われる予定で、海外派遣研

修に厚真中学校生徒８人、厚南中学校生徒７人

計１５人は、８月７日から５泊６日の日程で豪

州へ旅立ち、学校訪 

問やホームステイを 

行うことになってい 

ます。 

 

６月２８日、総合福祉センターで講師に在

札幌オーストラリア領事館のロナルド・グリ

ーン領事を迎え、平成３０年度厚真町中学生

海外派遣研修事業の第１回事前研修が行わ

れました。 

 グリーン領事は、高校・大学時代に北見や

札幌で留学生として日本語や文化などを学

び、昨年１月から現職に就任。公務の一環と

して学校訪問などを行いオーストラリア（以

下、豪州）の魅力や良さを児童生徒に伝える

活動をしており、今回、本町の中学生が訪問

するため実現したものです。研修では、「豪

州はアボリジニーの先住民が住んでいたこ

とや風土も北海道に似ており、石炭や牛肉を

日本に輸出し日本と結び付きが深い国」「豪 
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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６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２７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３０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３１年１月１３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１０年４月２日から平成１１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 

厚真町学校給食センター運営委員会について、

第１回厚真町学力向上推進委員会について、中

学生海外派遣研修事業生徒・保護者・引率者合

同説明会について、北海道厚真高等学校教育振

興会総会について、厚真町スポーツ推進委員会

議について（ほか８件） 

◆議案 

平成３０年度厚真町育英資金の貸付けについ

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） 

★問合せ 

教育委員会学校教育グループ  

☎２７－２４９４ 

 

 

 

今年度は「アウトメディア運動」をテーマに厚

真町「子ども教育委員会」を開催します。一般公

開いたしますので、どうぞご来場ください。 

 

と き ７月３０日【月】 

 午後１時３０分から午後３時３０分 

ところ 厚真町総合福祉センター２階 青年室 

参加者 小学校児童会役員、中学校生徒会役員  

問合せ 教育委員会 社会教育グループ     

☎２７－２４９５ 

 

今年の集まリンピックは、北海道１５０年を記念して参加自治会には焼肉用

牛肉（厚真和牛）をプレゼント！！ 

ご家族・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１９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） 

①生み出せ！ファインプレー♪（一般男女）②ムカデ大レース in厚真（一般男女） 

③どうぶつ合わせ（幼児＆シルバー）④ダービー（一般男女） 

    ⑤Shall We PARK？（シルバー）⑥大玉ころがし（小中学生） 

    ⑦チャレンジ・ザ・ギネス（自由）⑧サイコロラッキーゲーム（全員参加） 

    ⑨つないでつないで（一般男女・子供・シルバー）⑩借り人競争（小学生）  

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） 

 

 

競  技 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 
 
 
 
と き ８月１７日(金) 

    １９時～２０時３０分 

※天候不良の場合は、プラ

ネタリウムでの星空解説

を行います。 

 

ところ 青少年センター天文台 

    ※夜間開催のため、小・中

学生の参加は、保護者の

同伴もしくは送迎が必要

です。 

 

 
 
 
 

○投影日時 

 ・毎週火曜日 １５時３０分～ 

 ・毎週土曜日 １３時３０分～ 

 

○投影内容 

 １ 夏の星座解説 

 ２ 南極の星空 

 

※グループ、団体などでご利用を

希望の際は、事前にお問い合わせ

ください。 

と き ７月２６日（木） 

～８月１９日（日） 

    ９時～１７時 

    （火・木は１９時まで） 

ところ 青少年センター 

２階ホール・ギャラリー 

 

図書室でこんなことをやりました 

北海道 150年記念事業 

「松浦武四郎と安都摩日誌」関連資料展示 

講演会に合わせて、図書室で所蔵している資料を展示

しました。普段は郷土資料コーナーに配架している資料で

すが、いつもよりかしこまったラベルと並べ方で、「こんな本も

あるんだね」と手に取っていただきました。 

入手しにくい貴重な資料は館内でご覧いただくだけです

が、そうでない資料は貸出できますので、ご利用ください。 

「武四郎さんの安都摩探検すごろく」 

「安都摩日誌」を参考に作ったすごろく、マス目の指示など

本気で取り組むと 10分くらい時間がかかる 130マスの大作

になってしまいました。小さいお子さんには普通のすごろくと

して、小学生にはクイズとミニゲーム、大人は「なるほどね

ー。」とそれぞれ楽しんでいただけてよかったです。 

 サイコロが思ったより大きな音を出していたため、その場に

居合わせた図書室利用者の方にご迷惑をかけてしまいま

した。申し訳ございませんでした。 

お問い合わせ先：教育委員会社会教育グループ 

☎２７－２４９５ 

 

 

(複製画) 

今年もやります！海のとしょしつ 

今年も浜厚真海岸に図書車を持ち込んで、「海のとしょしつ」を開きます。波の音を聞きながら絵本と

本を楽しむイベントです。気持ちよい潮風にふかれながら読書を楽しんでみませんか？ 

日時：8月２日（木） 10時～14時まで ※雨天中止 
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実用書 

 

 

 
■8月の休館日 

11日（土） 山の日 

 

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） 

 

■厚南会館図書室 

 午前 9時から午後 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  

 24日【金】午前 10時 00分～10時 30分 

・ともいき荘   

17日【金】午後 2時 00分～2時 30分 

 

■絵本の読み聞かせ会 おはなしのびっ子 

 日時：23日【木】 午前 10時 30分～ 

 場所：青少年センター 絵本コーナー 

 森にすむ動物たちはマリーさんが作ったきれい

なフルーツパフェが大好き。いつも楽しみにして

いたのに、ある日突然お店がお休みになってしま

いました。マリーさんに何かあったのかな。読み

終わると、自分でもパフェが作ってみたくなる優

しい絵とお話の本です。 

・がいなもん松浦武四郎一代  河治和香/著 

・傍流の記者         本城雅人/著 

・ストーブ列車殺人事件   西村京太郎/著 

・ようかいとりものちょう 8巻  大崎悌造/作 

・最新クラフトウォーズ    学研プラス/編 

・昆虫の体重測定        吉谷昭憲/文 

・おしっこちょっぴりもれたろう  

ヨシタケシンスケ/作 

・へんしんたんてい     あきやまただし/作 

・まわるよる         ツペラツペラ/作 

・から揚げは、「余熱で火を通す」が正解！ 

上田 淳子/著 

・昆虫のすごい世界       丸山宗利/著 

・素敵な石ころの見つけ方    渡辺一夫/著 

御年 87歳の西村先生は、現在でも毎月数冊小

説を出版されており、当図書室では全て網羅する

ことは到底できませんが、利用状況を鑑みて毎月

1，2 冊は選書してしまいます。湯河原にある西

村京太郎記念館では日曜日に西村先生のサイン

会が催されています。「会いに行ける作家」のサ

イン会、一度は参加してみたいものです。 

「釣ってきたよ、おすそ分け！」と鮭一匹もらっ

たらどうしますか？大丈夫です。この本を見れば

60種類の魚と貝がさばけるようになります。魚料

理も掲載されていますが、大名おろし、三枚おろし、

ぶつ切りといったさばき方に重点を置いているの

で、読んでいるだけでどんな魚もさばけそうです。

ホッキ貝が掲載されていないのが残念な所です。 

『 うさぎのマリーの 

フルーツパ－ラー 』 

小手鞠るい/作 

『 おさかなどろぼう 』 

       いしいひろし／作 

『 魚のさばき方大事典 』 

『 能登花嫁列車殺人事件 』 

西村京太郎/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。 

ネコさんはおなかがすいても魚をとりにいき

ません。おいしく料理されたところをどろぼう

していただくのです。今日のターゲットはクマ

さんが持っている大きなお魚。おいしく焼きあ

がったところをぬすめるかな。みんなは分けて

ほしい時は口に出しておねがいしようね。 
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アイスシャーベット作り中！！ 

 北海道にも梅雨前線到来か、と思うような長雨。おひさまの顔を忘れてしまいそうなほど雨の日が

続き、傘と長靴が手放せない夏の始まりとなりました。自然災害や、農産物への影響が大きく出ない

ことを願うばかりです。 

 放課後子ども教室 6 月後半の活動では、体を動かしながら子ども同士のコミュニケーションを図る

ミニ運動会、学校周辺の身近な植物に触れる自然体験プログラムや、葉っぱスタンプエコバック作り

を行いました。ミニ運動会では、引いたくじの内容で走り方が決まるリレーや、新聞紙を丸めてボー

ルを作り、虫とり網でキャッチする玉入れ、パン食い競争ならぬお菓子食い競争など、運動が苦手な

子でも積極的に参加できる競技を実施しました。白熱した戦いに子どもたちも大盛り上がり。勝った

り、負けたり、勝敗にこだわる遊びも、子どもたちの心が成長する体験のひとつとして、必要だと考

えています。負けて悔し涙を流した子も、最後はおやつを食べながらニッコリ笑顔で互いの健闘をた

たえあいました。 

 自然体験プログラムでは、子どもたちが 3～4 人のグループに分かれ、スタッフが作成した『お宝

リスト』を手に、身近な植物を探し集める遊びを行いました。ヤマグワやコブシの木の葉や、モミジ

やカエデのプロペラ型をしたタネ、四葉のクローバーを見つけてくる子どもたちもいました。途中、

ひとりが「これ見て！」と差し出してきたケースの中には、数種類のアリの姿が。植物探しをしてい

たら、木にアリがのぼっていて、そこからアリが気になって集めてきたとのことでした。好奇心旺盛

な子どもたちは、少しのヒントでたくさんの“不思議”や“面白い”を見つけてきます。最終的に、

その子に渡したケースの中には、お宝リストに載っているものはひとつも入っていませんでしたが、

植物探しから小さな生き物に視点が移り、自分が面白いと思えるものを見つけられたことが宝物なの

だと思いました。今回は植物をテーマに活動をしていましたが、次回は生き物を通して身近な自然を

体感するプログラムを企画したいと思います。身近な自然を感じるプログラムとして、葉っぱスタン

プエコバックを作りました。葉っぱの裏に絵の具を塗り、エコバックの上にペタペタとスタンプをし

ていきます。自分の手も赤や黄色の絵の具に染めながら、それぞれの発想力を活かした素敵なバック

ができあがりました。 

 7 月前半の活動は、模造紙を張り合わせて作った大きな紙に、サインペンやクレヨン、色鉛筆など

の画材を使って自由に絵を描く大ラクガキ大会を行いました。大胆に描き始める子もいれば、画材を

使い分けて細かく描く子など、子どもたちの個性が見えてとても面白いプログラムです。 

もうすぐやってくる夏休み。7 月は雨の影響とヒグマの出没情報により、思うように外遊びができ

ない日が続きました。夏休み明けの 8 月は、今月の分もたくさん外で遊ぶことができるよう願ってい

ます。 


