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主な記事 

・町内で入学式・始業式 

・４月１日付教職員人事異動 

・アウトメディア運動、英会話教室 

・小中一貫教育、３月教育委員会 

・体育施設利用案内 

・厚真放課後子どもセンター開設 

・作業員募集 ・図書室だより 

・放課後子ども教室活動紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。今月初旬には、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

３９（３５）人、中学校で５０（４１）人、厚真高校で１５（２

４）人の計１０４（１００）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２４（２３）人、上

厚真小が１５（１２）人、中学校では、厚真中が３０（２７）

人、厚南中が２０（１４）人となっています。 

※（ ）内は昨年度入学者数 

 

厚真中央小学校入学式の様子（４月５日） 

▶ 転 入  

厚真中校長   阿部
あ べ

 隆之
たかゆき

（伊達市立大滝中） 

厚南中教頭   作田
さ く た

 和彦
かずひこ

（苫小牧市立澄川小） 

厚真中央小教諭 田中
た な か

 志
し

信
のぶ

（登別市立青葉小） 

厚真中央小教諭 斗内
と な い

 美
み

晴
はる

（白 老 町 立 白 老 小） 

厚真中央小教諭 大谷
おおたに

 俊之
としゆき

（苫小牧市立勇払小） 

厚真中央小教諭 林
はやし

   佳樹
よ し き

（新採用） 

上厚真小教諭  根岸
ね ぎ し

 清人
き よ と

（厚真町立厚南中） 

上厚真小教諭  小林
こばやし

   学
まなぶ

（白老町立白老小） 

上厚真小教諭  菊地
き く ち

 彩
あや

花
か

（登別市立幌別小） 

上厚真小教諭  藤井
ふ じ い

 耕起
こ う き

（新採用） 

上厚真小教諭  山本
やまもと

 真揮
ま さ き

（期限付） 

 

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、２人が退職・９人が転出され、２１人が新たに着

任されました。なお、転出、転入された教職員は次のかたがたです。（敬称略） 

◀ 転 出  

厚真中校長   渋川 賢一（胆振教育局義務教育指導監） 

厚南中教頭   安藤  裕（洞爺湖町立洞爺中） 

厚真中央小教諭 坂本 和利（苫小牧市立明野小） 

厚真中央小教諭 村山 典聡（室蘭市立旭ヶ丘小） 

上厚真小教諭  佐藤 照美（苫小牧市立錦岡小） 

４月１日付 教職員人事異動 

厚真中教諭   五明 大樹（伊達市伊達中） 

厚南中教諭   張石 卓司（豊浦町立豊浦中） 

厚南中教諭   根岸 清人（厚真町立上厚真小） 

厚真中央小養護教諭  中島 敦子（退職） 

厚南中養護教諭 山路 美幸（退職） 

厚真中事務職員 白幡  麗（伊達市立伊達西小） 

 

 厚真中教諭   青山
あおやま

   裕
ひろし

（苫小牧市立凌雲中） 

厚真中教諭   滝口
たきぐち

 翔
しょう

平
へい

（新採用） 

厚真中教諭   加藤
か と う

 康
こう

平
へい

（新採用） 

厚真中教諭   島津
し ま づ

 志
し

帆
ほ

（期限付） 

厚南中教諭   勝俣
かつまた

 岳
たけ

雄
お

（むかわ町立鵡川中） 

厚南中教諭   川合
かわあい

ありさ（期限付） 

厚真中央小養護教諭 池田
い け だ

   香
かおり

（苫小牧市立ウトナイ小） 

厚南中養護教諭 鷹
たか

見
み

 美佳
み か

（平取町立二風谷小） 

上厚真小事務職員 池田
い け だ

 誠一
せいいち

（再任用） 

厚真中事務職員 坂
さか

  達彦
たつひこ

（苫小牧市立拓勇小） 
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 キャロライン先生による英会話教室（５月

～７月期）を下記のとおり開講いたします。

今回から、習熟度別に時間を分けているので、

英会話初心者や苦手意識のある方も楽しく参

加できます！参加希望者は事前に電話で申し

込みをお願いします。皆様の参加をお待ちし

ております！ 

日 程 ５月１５日～７月１７日まで

    毎週水曜日 

場 所 青少年センター２階 研修室 

時 間 初めて英会話を始める初心者向け 

     ☛１７：３０～１８：００ 

    簡単な英会話ができる方向け 

     ☛１８：００～１９：００ 

対 象 英会話に興味のある中学生以上の 

町民 

申込み 教育委員会 社会教育グループ 

    ℡２７－２４９５ 

子どもたちのインターネット利用を含めた望ま

しい生活習慣の定着を目指して、アウトメディア運

動２年次がスタートします。この運動では、子ども

たちが自己コントロールの力（自制心）を身につけ、

電子メディアと上手に付き合うことができるよう

にします。今年度もアウトメディア運動の重点取組

として、こども園児、小・中学生を対象に、「ノー

ゲームデー」と「メディアリセットチャレンジ」を

実施します。地域、家庭の理解と協力をよろしくお

願いいたします。 

１ アウトメディアを意識した生活を 

２ インターネットに接続する電子メディアは家

族共用で利用 

３ 家族で電子メディア利用のルールをつくり保

護者の管理のもとで安全利用 

４ 乳幼児の電子メディアの接触を少なく 

 昨年度から準備を進めてきた厚真町の小中一貫

教育が、厚真町の特色ある教育の一つとしての英語

教育（コミュニケーション科）を切り口に始まりま

す。平成３２年度からの小学校の新学習指導要領へ

の移行と、町独自の取組を下の時数で充実させて実

施します。 

 

７月２６日（金）「教育フォーラム」を実施します 
○目指す子どもの姿、伸ばしたい資質・能力について 
○目指す子どもの姿、伸ばしたい資質・能力を達成す
るために、「何ができるか」について地域・保護者
の皆様と学校関係者が意見交流をします。 

中学３年生 120 35 ー 155 140

中学２年生 120 35 ー 155 140
中学１年生 120 30 ー 150 140
小学６年生 50 25 10 85 70
小学５年生 50 25 10 85 70
小学４年生 35 25 10 70 35
小学３年生 35 25 10 70 35
小学２年生 25 ー 10 35 ー
小学１年生 24 ー 10 34 ー

　合　計 579 200 60 839 630

平成３１年度からの厚真町の英語科の授業時数
外国語・英
語活動

コミュニケーション
科・Ｅタイム

厚真町の
総時数

他の町の英
語科時数

 

 

◆報告事項◆ 

小中一貫教育推進委員会について／学力向上推

進委員会について／学校給食センター運営委員

会について／各学校運営協議会について／厚真

町社会教育委員の会議について（他７件） 

◆議案◆ 

厚真町立学校管理規則の一部改正について／厚

真町立学校における働き方改革アクション・プ

ランの改定について／厚真放課後子どもセンタ

ー条例施行規則の制定について（他２件） 

◆その他◆ 

転入教職員の歓迎式（１件） 

★問い合わせ★ 

学校教育グループ ☎２７－２４９４ 
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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お断りする場合があります） 

＊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お断りする場合があります） 

＊町外の団体は、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人以上 

 大会・合宿等利用 ＊町民は随時受付で使用料は無料 

＊町外の団体で、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 

＊町外の団体で、規模が 50 人以上の場合は、１年前の月の 1日（土・日・祝日の場合は

翌日）午前８時４５分から正午まで受付（申し込みが重複した場合は抽選） 

＊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、許可証の発行をもって決定しますので、『使用申請書』を必ず、提出してください。 

◆使用料 

 

 
【スポーツセンター】    1 時間当たり 

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 時間当たり 

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 

厚真町スポーツセンター 

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」「使用申請書は、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。 

３ 
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内  容：お笑い、演歌、 

ポップス、フラダンス、など 

出 演 者：七瀬藍、盛谷でぇすけ、 

種市直樹、風間彩 

日  時：５月１１日（土曜日） 

開  演：午後２時～４時 

場  所：追分公民館、入場無料 

【主催】office 彩（札幌市） 

【後援】安平町教育委員会 

 

 

 

 

 

●投影日時 

毎週土曜日（祝日を除く） 

午後１時３０分～ 

●投影内容 春の星座解説 

※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。 

復興イベントのご案内 

☆★☆プラネタリウム☆★☆ 

お問い合わせ 

教育委員会 社会教育グループ 

２７－２４９５ 

 

これまで、児童会館で行われていた「厚真放

課後児童クラブ」が、中央小学校横に新築され

た「厚真放課後子どもセンター」に移動し、４

月１５日から運営開始となりました。 

この施設は、厚真放課後児童クラブの新たな

拠点として１～６年生が共に過ごす共同保育

室を中心とした施設です。センター敷地内では

森を活用した「冒険の杜プレーパーク」が３１

年度から本格的にスタートし、自然と密にふれ

あいながら遊べる遊具づくりなどを児童や保

護者、地域の方々とともに進めていきます。 

胆振東部地震で大きな被害を受けた旧鹿沼小学校保管の出土品の救出、再整理作業を行います。

下記の内容で 6 人の作業員を募集します。応募希望者は履歴書の提出をお願いします。 

～ 厚真町埋蔵文化財再整理事業 作業員の募集 ～ 

期  間 平成31年６月4日(予定)～12月２６日 

勤務場所 旧鹿沼小学校：6/4（予定）～6/25（外業） 

軽舞事務所：6/26～12/26（内業） 

作業内容  

旧鹿沼小学校内の倒壊・散乱した出土品の回 

収、搬出作業（外業）。出土品の仕分け、洗浄、 

接合・復元、再収納作業（内業）。 

賃  金 外業：時給 1,020 円 

     内業：時給 890 円 

勤務時間 外業 9：00～17：15 実働 7.25 時間 

内業 8：30～17：15 実働 7.75 時間 

通勤方法 自己通勤 

厚真町の条例により通勤手当を支給 

休  日 土日祝祭日のほか指示がある場合。 

締め切り 平成 31 年５月 16 日 

申し込み・お問い合わせ 

 厚真町教育委員会 軽舞遺跡調査整理事務所 

          電話 0145-28-2733 
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青少年センター図書室 

℡２７－２４９５（平日） 

℡２７－３９７７（土日） 

 

新天皇即位日とその前後の祝日に伴い、厚真町公民館図書室は休館いたします。

開館スケジュールは次の通りです。 

 

４月    5月      

27日 28日 29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

開館 開館 休館 休館 休館 休館 休館 休館 休館 開館 

※休館中でも返却ポスト（青少年センター・厚南会館）は設置してありますので、

返却はできます。 

大型連休期間の開館について 

 

 

今月のおすすめテーマ 

野菜作りに挑戦 

気温もあがり、ホームセンターなどの店先に

野菜苗が並び始めました。まだ早いかなと思

っていても、健康な苗を見るとつい手に取って

しまいます。 

 青少年センター図書室では家庭菜園、水

路補修、雑草処理、農業機械の修繕などビ

ギナーからプロまで役に立つ本を集めました。 

まんがでわかる土と肥料 村上敏文／著 

農家が教える軽トラ＆バックホー 農文協／編 

農家が教える鳥獣害対策 農文協／編 

仕組みを知って上手に防除 

 病気・害虫の出方と農薬選び 米山伸吾 他／著 

多面的機能支払支援シリーズ 機能診断と補修編（ＤＶＤ） 

野菜がおいしく育つ肥料の与え方  

おいしい彩り野菜のつくりかた 藤目幸擴／監修 

コンパニオンプランツで無農薬の野菜づくり 野菜だより 

この他にも展示しています。 

＜今月の新刊＞ 

機捜 235 今野敏／著 

麦本三歩の好きなもの 住野よる／著 

傲慢と善良 辻村深月／著 

封筒ギフトスタイル 森珠美／著  

カップデリ 信太康代／著  …他 

＜今月のあたらしいえほん＞ 

ぽめちゃん 柴田ケイコ／作 

こわす たてる サリー・サットン／作 

いちごちゃん さとう めぐみ／作 

いちにちなぞのいきもの ふくべあきひろ／作 

…ほか 

■5月の休館日 

1日【水】 天皇即位の日 

2日【木】 祝日 

3日【金】 憲法記念日 

4日【土】 みどりの日 

5日【日】 こどもの日  

■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。 

5月のおはなしのびっこは 23日(木)10時から 青少年センター図書室絵本コーナーです 
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 平成 24年に始まった放課後子ども教室も、８年目の春を迎えました。１学年進級した子どもたちの

姿にたくさんの成長の芽を感じています。新４年生は高学年の仲間入り。最初は緊張していた様子で

したが、時間の経過とともに持ち前の元気の良さを発揮して、先輩たちの輪の中になじんでいきまし

た。新１年生の参加は、上厚真小が５月７日（火）、中央小が９日（木）からとなります。どんな子ど

もたちと出会えるのか、そして、活動を通じて作られていく子ども同士の関係性がどのように変化し

ていくのか。子どもたちの成長がとても楽しみです。また、この４月から放課後子ども教室では、新

たなスタッフを迎えることとなりました。これまで黒松内町で３年間担当していた自然体験活動の企

画・運営などの経験を活かし、厚真の子どもたちの成長を一緒に考えていきたいと思います。 

 ４月最初のプログラムでは、体を動かしながら仲間とのコミュニケーションを深めるプログラムを

実施しました。まずはオニゴッコやリレーで体を温め、その後、バスケットボールやキックベース、

ドッチボールなどの球技を行ないました。高学年では遊びの内容からチーム決めまで、６年生が中心

となって仕切っていきます。低学年でも使う道具の準備や片付けを、子どもたちが積極的に行う姿が

見られました。“放課後子ども教室は、自分たちで作る遊び場”だと子どもたち自身が認識し、スタッ

フも含め、その場にいるみんなで活動内容を話し合って決めていくことを大切にしています。多少、

時間がかかっても、意見がぶつかり合うことがあっても、自分の頭と心で考えて行動してみる経験を

たくさん積める場を作りたいと思います。 


