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主な記事 

・厚真町スピードスケート記録会開催 

・冬期英会話教室開講中 

・準要保護家庭対象高校入学準備金給付のご案内  

・厚真町育英資金貸付のご案内 

・町内小中学生各種大会で健闘 

・図書室だより 

・放課後子ども教室活動報告 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 １月 23 日から３月 20 日までの毎週水曜

日、本町の外国語指導助手キャロライン先生

による英会話教室を開講しています。 

 今期の英会話教室は、キャロライン先生の

母国であるカナダの文化をミニゲームなど

を交えながら楽しく学ぶプログラム構成と

なっています。 

 ２月６日には会場を総合ケアセンター調

理実習室に移し、カナダの伝統料理「パテシ

ノワ」作りに挑戦。カナダ東部の州のひとつ

であるケベック州に伝わる家庭料理を皆で

美味しく味わいました。 

 今後も多彩なプログラムを予定しており

ます。途中からの参加も可能ですので希望す

る方は教育委員会社会教育グループ（☎27－

2495）まで事前にご連絡ください。 

 ２月２日（土）、厚真町民スケートリンクに

て第 39 回厚真町スピードスケート記録会が

開催され、町内の小中学生 50人が参加しまし

た。 

 当日は厳しい冷え込みとなりましたが、そ

の分氷の状態は良好。陽の光が氷上を輝かせ

る中、それぞれが自己の記録に挑戦しようと

スタートラインに立ちました。競技の途中に

は幼児競争も行われ、父母とともにゴールを

目指すかわいらしい姿もありました。 

 出場選手の記録については中面で詳しくご

紹介しております。ぜひご覧ください。 

 

 

↑ 力走中の児童 

← 幼児競争開始！ 

  

＊教室の概要＊ 

日 程 １月 23日から３月 20日まで 

     毎週水曜日 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。 
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昨年、有限会社木本建設から町へ多額の寄付があり、町

では厚真町木本建設教育振興基金を設けました。この基金
から、準要保護者として認定されている方で、その子弟が
高等学校に入学する際に学資金の一部として活用しても
らうため、入学準備金として給付します。 

 
〇対象となる方 
準要保護者として認定されている方 

 〇給付額 
  ５万円 
 〇給付時期 
  本年３月下旬に指定の口座に振り込みいたします 
 〇その他 
  申請手続きは不要です 
 〇お問い合わせ先 
  学校教育Ｇ ☎２７－２４９４ 

 

 厚真町に住所をお持ちの方の子弟で、大学等に進
学された方に学資金の貸付を行っています。 
  
●貸付対象者 
（1）短期大学、大学、大学院（防衛大学校等を除く） 

（2）高等専門学校（第４・５学年及び専攻科） 
（3）専修学校専門課程（２年以上４年以内） 
（4）国外において（1）～（3）に掲げる学校に相

当する教育内容を行う学校 
上記(1)～(4)の新規入学者か在校生で、保護者が

厚真町内に在住されている方。 
●選考基準 
学校の内容、学業成績、健康状態、学習意欲、ご

家庭の経済力等を考慮して決定します。 
●貸付月額 
 月額６万円以内で１万円単位に希望する額 
●利 息 無利子 
※育英資金貸付のほか、近藤奨学金、中村奨学金、加

賀谷厚三・明美奨学金があり、これらの奨学金は育英

資金の貸付決定者から選考し、給付されます。 

●貸付方法 
  希望される金融機関の口座（保護者等）へ毎月
上旬にお振込いたします。 

 ・通常貸付：初回貸付は７月中旬（４～７月分） 
 ・早期貸付：初回貸付は６月中旬（４～６月分） 

※早期貸付の場合、前年（平成 30 年）の総所得金額

が決定した段階で基準を満たさなくなった場合は、

返還手続きが必要になります。 
●返済方法 
  卒業後、６カ月の据置期間の後、借用期間の３倍
以内の期間で返済していただきます。 

●提出書類 
 ①申請書（教育委員会にあります） 
 ②在学証明書 
 ③成績証明書（最後に在学していた学校の証明書） 
 ④健康診断書（入学後、学校で受けた結果の写し） 
 ⑤課税資料閲覧承諾書（申請書に添付します） 

●申込期限 
平成 31 年５月 31 日（金）まで 

（ただし、早期貸付（６月）を希望される場合は 
５月１日（水）までに申請してください。） 

●申込先 学校教育グループ 
 ☎２７－２４９４ 

１月 31 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 
 平成 30 年度文部科学大臣優秀区教職員
表彰、町議会総務文教常任委員会所管事
務調査（事務調査／震災により影響を受
けた児童・生徒に対するケアについて）、
総合教育会議、平成 30年度厚真町児童・
生徒体力運動能力調査、第 71回厚真町成
人式（ほか４件） 

◆議案 
 厚真町木本建設入学準備金給付条例施行
規則の制定について 

◆その他 
 平成 30 年度胆振管内教育委員会委員研
修会について 

★問合せ 
教育委員会学校教育グループ 
☎２７－２４９４ 

＜スケート＞ 
●平成 30年度北海道中学校体育大会第 49回北海道中学校スケート・ア
イスホッケー大会スピードスケート競技（１月５日～７日・苫小牧市） 
・女子 1500ｍ ６位／女子 3000ｍ ６位 
赤間朱樹（厚真中３年）※全国大会出場権獲得 

●平成 30年度全国中学校スケート大会第 39回全国中学校スケート大会 
 （１月 31日～２月５日） 
・女子 1500ｍ 14位／女子 3000ｍ 15位 
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【小学男子】 

《１００㍍》 ▽１年①大垣尚生（中央）②尾形優月（中央）③永澤律（中央） 

▽２年①窪田翔太（中央）②橋場太一（中央） 

《２５０㍍》 ▽１年①森山晃（中央）②酒井一樺（中央）③前田泰知（中央） 

《５００㍍》 ▽２年①嶋田清十朗（上厚真）②大垣成示（中央）③寺坂絆（中央） 

▽３年①大西岳歩（中央）②幅田雄心（中央）③酒井一成（中央）④三浦一久（中央） 

       ▽４年①丸山晴凪（中央）②橋場凰太郎（中央）③早崎凪人（中央）④大垣尊良（中央） 

▽５年①大宮幹丞（中央） 

       ▽６年①山崎煌丞（上厚真）②安達陽（上厚真）③丸山晴凪（中央）④藤樫悠人（上厚真） 

⑤吉岡楽和（上厚真） 

《１０００㍍》▽６年①藤樫悠人（上厚真）②丸山晴凪（中央） 

《２０００㍍リレー》▽①上厚真小（藤樫悠人・安達陽・吉岡楽和・山崎煌丞） 

          ▽②中央小Ａ（大宮幹丞・大垣尊良・丸山陽凪・丸山晴凪） 

          ▽③中央小Ｂ（早崎凪人・酒井一成・幅田雄心・大西岳歩） 

 

【小学女子】 

《５０㍍》  ▽１年①中村心陽（中央） 

《１００㍍》 ▽１年①加勢愛理（中央）②三浦菜（上厚真）③幅田羚愛（中央） 

       ▽２年①中島榎音（中央・大会新記録）②浅井実優（上厚真） 

▽３年①桜井南実（中央）②丸山さくら（中央）③押見芽泉（中央） 

《２５０㍍》 ▽１年①中村夢歩（中央）②松岡紗歩（中央） 

       ▽２年①大宮暉子（中央） 

▽３年①鎌田愛琉（中央） 

《５００㍍》 ▽２年①北島千聖（上厚真） 

▽４年①大捕瑚々奈（上厚真）②北島未聖（上厚真）③稲川帆乃花（上厚真） 

④中島花奏（中央）⑤星優真（中央） 

       ▽６年①寒河江瑞希（上厚真）②龍崎七海（中央） 

《１０００㍍》▽４年①大捕瑚々奈（上厚真）②北島未聖（上厚真）③稲川帆乃花（上厚真） 

《２０００㍍リレー》▽①上厚真Ｂ（北島未聖・北島千聖・稲川帆乃花・大浦瑚々奈） 

          ▽②上厚真Ａ（寒河江瑞希・阿部ひかり・岩間夕七・佐藤陽） 

 

【中学男子】 

《５００㍍》 ▽１年①尾谷駿文（厚真） 
 

 

 

 

成績（敬称略） 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

●投影日時 

・毎週火曜日 午後３時３０分～ 

・毎週土曜日 午後１時３０分～ 

お問合せ先：教育委員会 

社会教育グループ 

２７－２４９５ 

●投影内容 

 １ 初春の星座解説 

 ２ Cosmic Safari（宇宙探検） 

   「これが地球外生命だ！」 

 

30 年前のベストセラーは・・・ 

 元号「平成」が今年終わります。本やテレビで平成時代を振り返る企画をよく見るようになりました。流

行していた本は何だろうと気になりましたので、1989年当時のベストセラーを調べました。 

 

 ５位以降にも吉本ばなな作品が３作ランクインするなど、この年は吉本ばななさんが出版界をけん引し

ていた１年だったようです。９位には1987年に出版された村上春樹作「ノルウェイの森（上下）」がランクイン

していました。また、栗良平作「一杯のかけそば」が話題になったのもこの年でした。本のデザインも注目を

集め、吉本ばなな作品の表紙は包装紙のようでおしゃれだったり、村上春樹作品の中でも「ノルウェイの

森」の表紙は緑と赤でインパクトがあったりと、本を買うこと自体がおしゃれだった時期でした。 

 

返却忘れの本はありませんか？ 

本棚やカバンの中に、厚真町公民館図書室の本が入っていませんか？青少年センターと厚南

会館入口に 24時間返却できる「返却ポスト」が常設してありますので、ご利用ください。 

 

図書室の本は…裏表紙に「あつま」と書いたバーコードシールが貼られています。 

本の背に「請求記号」が書いてあるシールが貼ってあります。 

道立図書館の本は…裏表紙に「北海道立図書館」と書かれたバーコードシールが貼ってあります。 

▽今月 16 日、毎年恒例の町内小学生を対象とし

た読書感想文コンクールの表彰式が行われまし

た。今回も力作が揃い、審査は大変難航しました。 

▽表彰式の最中、受賞者による作品朗読を聞きな

がら、十数年前の自身の姿を思い出しました。当

時選んだ１冊は、現在放送中の「ＮＨＫ朝の連続

ドラマ」のモデルである、日清カップラーメン開

発者の伝記でした。 

▽「朝ドラ」の音声を片耳で聞きながら慌ただし

く家を出る毎日。コンクールをきっかけに出会っ

た１冊と、今運営者として携わらせていただいて

いることに感謝しながら、子どもたちの笑顔に拍

手を送りました。 

▽厚真の子どもたちに、これからも素敵な本との

出会いがありますように。今年度の受賞作は来月

号でご紹介する予定です。（担当Ｋ） 

1 ＴＵＧＵＭＩ 吉本ばなな 

2 キッチン 吉本ばなな 

3 消費税こうやればいい 山本雄二郎 

4 時間の砂（上・下） シドニィ・シェルダン 

5 白河夜船 吉本ばなな 
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実用書 

 

 

 ■３月の休館日 

21 日（木） 春分の日 

 

■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 
 

 

文芸書 児童書 

■３月の移動図書 

・上厚真小学校 

 1、8、15 日（金） 

 午前 10 時 10 分～10 時 25分 

 

・ともいき荘 

15 日(金) 午後 2時 00分～2時 30分 

 

■おはなしのびっ子 

場所：青少年センター 絵本コーナー 

 28 日(木)  午前 10時 30 分～11時 

・ニムロッド（芥川賞）   上田 岳弘/著 

・１Ｒ1 分 34 秒（芥川賞） 町屋 良平/著 

・火のない所に煙は      芦沢 央/著 

・散歩するネコ       群 ようこ/著 

・スイート・マイホーム   神津 凛子/著 

・平場の月        朝倉 かすみ/著 

・猫が見ていた（アンソロジー） 

湊かなえ ほか/著 

・ふたたび嗤う淑女     中山 七里/著 

・ひなにんぎょうができるまで 

・ＮＨＫダーウィンが来た！生きものクイズブック 

進化のふしぎ編／行動のナゾ編 

・天才ひっかけクイズ 

・ハニーのためにできること   楠 章子/作 

・日本の恐竜大研究（楽しい調べ学習シリーズ） 

冨田 幸光/監修 

・らくだい記者と白雪のドレス  

あんびるやすこ/著 

・さくらもちのさくらこさん 岡田よしたか/作 

・はっくしょん  ザ・キャビンカンパニー/作 

・にんにんじゃのおもしろにんじゃずかん 

うえだしげこ/ぶん・え 

・いちばんどりいちぬけた   日隈みさき/作 

・そらのうえのそうでんせん   鎌田 歩/作 

・ごろべえもののけのくにへいく 

おおともやすお/作 

・おにのおにいさん    さいとうしのぶ/作 

・百歳を超えた北海道人    小森 学/写真 

・０から１をつくる      本橋 麻里/著 

・夏井いつきの俳句ことはじめ 夏井いつき/著 

・神の雫ワイン知ったかＢＯＯＫ  亜樹直/著 

・その症状って、本当に認知症？  朝田隆/著 

・ネット断ち 斎藤 孝/著 

・この先をどう生きるか    藤原 智美/著 

・絵本作家のブルース     長谷川義史/著 

・家中スッキリ片づく！ 

「つっぱり棒」の便利ワザ 竹内 香予子/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！！ 

 最強寒波の到来で日中でもマイナス気温の日が続きました。防寒対策をしていても、活動が終わって

帰路につくと、みるみるうちに子どもたちのほっぺたが赤くなります。そんな日でも体育館の中では半

袖姿で走り回る子どもたちに、子どもは風の子なんだなぁと実感させられます。 

 １月後半から２月前半のプログラムでは、外での雪遊びはもちろん、冬のおやつの定番・お汁粉づく

り、空気が乾燥して発生しやすくなる静電気を使ったミニ実験などを行いました。雪山での尻すべりは

何度やっても楽しいものです。滑っては登り、また滑る。ときどきコースを変えてみたり、友だちと一

緒に滑ってみたり、子どもたちが遊びを進化させていく様子がとても面白かったです。さいの目に切っ

た餅をフライパンで焼いて作ったお汁粉は、子どもたちからのリクエストもあり、あんこだけではなく、

きな粉も用意していきました。あんこが良い人、きな粉が良い人、と子どもたちに選んでもらっていま

したが、どちらにも手を上げない子がいます。何もつけない餅だけが良いという子もいましたが、多く

はあんこもきな粉も両方食べたい！という子でした。食べ終わった後の子どもたちの顔を見てみると、

口の周りには『“オイシイモノ”を食べました！』という証拠がたくさん。みんなで食べるおやつはと

っても美味しく楽しい時間でした。静電気を使った実験も、冬の寒くて乾燥した季節だからできる遊び

です。こうしたプログラムを実施することで、子どもたちと季節を感じる体験を共有できればと思って

います。 

 今年度の活動も残り１か月を切りました。６年生の卒業ももう目の前です。日が長くなり、ほんのり

明るい夕暮れの帰り道を一緒に歩けるのもあとわずか。最後の最後まで子どもたちが元気に、笑顔で楽

しめる活動を展開していきたいと思います。 

平成 30年度厚真町放課後子ども教室活動報告会のお知らせ 

 放課後子ども教室の１年間をふりかえる活動報告会を開催します。厚真 

に育つ子どもたちがどんな放課後の時間を過ごし、成長しているのか、ス 

タッフの想いや写真のスライドショーを交えながら１年の取組を報告します。放課後教室の参 

加者・保護者はもちろん、地域の方々、春から小学生になるお子さんがいら 

っしゃるご家庭、“厚真町での子育て”に関心のある方など、どなたでも自由 

にご参加いただけます。皆様のご来場をお待ちしております。 

＜放課後子ども教室活動報告会＞ 

〇日時：2019年３月９日（土）午後１時 30分から１時間程度 

〇場所：総合ケアセンターゆくり２Ｆ 

〇申込み不要／参加費無料  


