
町からのお知らせ －1－ １１月中間号  

第１２６２号    全４ページ 
２０１９年１１月中間号 

町からの 

学校運営協議会からのお願い  

【下校時における見守り活動について】 

 滋賀県大津市で発生した自転車事故や、神奈川県川崎市で発生した通り魔事件など、児童

生徒が犠牲となる痛ましい事件や事故が後を絶たない中、子どもに対する犯罪の未然防止等

も含め、家庭と学校そして地域や関係機関が一体となって子どもたちを守る取り組みが求め

られています。 

 学校運営協議会で、小中学生の下校時の見守りについて検討した結果、「特定の人たちだ

けでの見守りは、仕事をしている時間なので難しい部分がある。町民の方々に広く協力をお

願いし、町民全員で子ども達を見守る。」という方法でお願いしていくことで決まりました。 

 下記の時間帯を中心に「子ども達を見守る」ことを気にかけていただきたいと考えており

ますので、趣旨をご理解の上、町民皆さんのご協力をお願いいたします。 

◎時間帯  小学生 １４：３０～１６：３０ 

       中学生 １５：３０～１８：３０ 

●協力していただきたいこと● 

 ○散歩やマラソン、ウォーキングなどをされている方、仕事や買い物等で車を運転されて 

いる方などは、上記の時間に合わせて、子ども達の見守りをお願いします。 

○指定場所は特にありませんが、できる限り子どもたちが歩いている道路を意識していた 

だければと思います。 

●不審者に追いかけられたりしている場合には、一時保護をしていただき、警察への連絡を 

お願いいたします。 

◎問い合わせ先  興部町教育委員会 管理課  ℡８２－２５５２ 

 

※学校運営協議会とは 

 各学校の学校運営の基本方針の承認や、学校運営、教育活動に対して意見を出していただ

いたり、学校において困っていることや、協力をしていただきたいことに対して、地域を含

めて協働活動を行うもの。学校と地域が力を合わせて学校運営に取り組み、「地域とともに

ある学校」を進めるための仕組みです。 

 

エゾシカの飛び出しによる衝突事故にご注意ください！  

毎年秋から初冬にかけてエゾシカの道路飛び出しによる衝突事故が増加します。興部警察

署によると、１０月に町内で発生したエゾシカ衝突事故は、沙留地区で３件、宇津地区で２

件となっています。 

これからの時期も早朝や日没から夜間にかけてシカの飛び出しが増えると思われますの

で、ドライバーの方は前方をよく見てスピードは控えめに、慎重な運転を心掛けましょう。 

◎お問合せ  住民課 住民活動・環境係  ℡８２－２１６４ 

「特設人権心配ごと相談所」開設のお知らせ   

 毎年１２月４日から１０日までの期間を「人権週間」としています。 

 この週間にちなんで、紋別人権擁護委員協議会と旭川地方法務局紋別支局では、次の日

程で「特設人権心配ごと相談所」を開設し、人権擁護委員が相談をお受けします。 

 いじめ・体罰、家庭問題、近隣関係のいざこざなど、身近な法律問題や人権問題等、日

頃悩んでいることや困っていることを、お気軽にご相談ください。 

 相談は無料で、秘密は固く守られます。 

 ◎日 時    １２月４日（水）１３：００～１５：００ 

（予約制ではありませんので、直接お越しください） 

◎場 所  興部町役場 １階 相談室 

≪わたしたちの街の人権擁護委員です≫ 

◆田 中 啓 一  ◆日 下 理 恵  ◆渡 辺 慈 晴 

◎お問合せ先   旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８－２３－２５２１ 

役場住民課 戸籍年金係 ℡８２－２１６４ 

健康推進係からのお知らせ  

◎広域紋別病院精神科巡回診療について 

 ○診療日時  １２月４日（水）１４：００～ 

 ○場  所  きらり 診察室 

 ○予約受付  月曜日～金曜日 １４：００～１７：００ 

                     （診療日の前週金曜日までに予約） 

 ○予約・問い合わせ先 

        広域紋別病院 ℡０１５８－２４－３１１１ 

 

お知らせ 
 



町からのお知らせ －2－ １１月中間号  

スポーツ指導者養成講習のお知らせ  

北海道メンタルクリエイション メンタルトレーナー 秋山泰隆氏による講演会を開催致

します。 

テーマを「メンタルトレーニングの基礎知識」と題して、実際にスポーツをやっている子

ども達や指導者・保護者の方々を対象に、スポーツをする上で重要な役割を担うメンタルに

ついての知識を増やし、実際の試合で安定的なパフォーマンスを引き出せるようにする講演

をしていただきます。スポーツに限らず、普段の生活でも役立つお話しとなっておりますの

で、是非ご参加ください。 

 ◎日 時 １２月９日（月） １８：３０ ～ ２０：００ 

 ◎場 所 興部町総合センター 研修室 

 ◎講 師 北海道メンタルクリエイション メンタルトレーナー 秋山 泰隆 氏 

 

【経 歴】 

自身の経験から、メンタルの重要性を実感し、オリンピック選手やトップアスリートが 

実践する「メンタルトレーニング」、「イップス克服トレーニング」を学ぶ。 

現在はメンタルトレーニングセミナーや、個々にあわせたメンタルトレーニングを行い、

インターハイや全国大会出場選手を多数輩出している。 

※メンタル（本番に弱い、自信がない、緊張が大きい、プレッシャーに弱い 等） 

※イップス（今まで出来ていたことが急にできない、体が思うように動かない、ミスをす

るイメージしかわかない 等 

  ・ＳＴＶ「１×８いこうよ！」に出演し、大泉洋氏にメンタルトレーニング 

・２０１９年６月に著書「不安な気持ちで最高の結果を出す方法」を出版 

         

◎参 加 対 象 スポーツ指導者・愛好者のほか、スポーツ少年団員や中高生で部活動を行 

っている方など、スポーツに興味のある方は誰でも参加できます 

◎持 ち 物 筆記用具、メモ帳  ※必要な方のみ 

 ◎申込み締切・お問合せ 

 １２月２日（月）  

教育委員会 社会教育課 体育振興係 

℡８２-２５５２まで申込みください 

 

令和元年度 北海道興部高等学校            
学校開放講座開催のお知らせ 

 昨年に続いて、パソコン講座を開催します。Excel（表計算）の基本や便利な機能の使い

方などを学習します。 

○日  時  第１回 １２月１２日（木） １９：００～２０：３０ 

        第２回 １２月１９日（木） １９：００～２０：３０ 

○場  所  北海道興部高等学校 ４階 コンピュータ室 

○対  象  町民（小中学生は保護者同伴） 

○講  師  北海道興部高等学校 水野 龍生 氏 

○受 講 料  無 料 

○定  員  １５名 

○申込締切  １２月９日（月） 

○申込・お問合せ 

        教育委員会 社会教育課 社会教育係  ℡８２－２５５２ 

        北海道興部高等学校事務室       ℡８２－２３１６ 

「北朝鮮人権侵害問題啓発パネル展」のお知らせ   

 我が国では、平成１８年６月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対

処に関する法律」が施行され、国民の間に広く拉致問題など関心と認識を深めるため、毎

年１２月１０日から１６日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」としています。 

 紋別人権擁護委員協議会及び旭川地方法務局紋別支局では、北朝鮮人権侵害問題啓発週

間における取り組みとしてパネル展を実施します。 

  ◇日  時   １２月４日（水）～１０日（火） 

                     １３：００～２１：００ 

  ◇場  所   興部町総合センター ロビー 

◇お問合せ   旭川地方法務局紋別支局 ℡０１５８-２３-２５２１ 

 

 

 



町からのお知らせ －3－ １１月中間号  

学校法人はまなす学園はまなす幼稚園 園児募集のお知らせ  

はまなす幼稚園は、「子ども・子育て支援新制度」に基づき興部町から施設型給付を受ける

幼稚園です。そのため、興部町の認定を受けて入園となります。 

近年、乳幼児の健やかな成長に、暴力的ＴＶ・ゲーム等が大きな影響を与えています。はま

なす幼稚園では現代の子育てにとって大切なポイントをしっかりと考えた幼児教育を推進し

ています。ぜひ、入園をご検討下さい。 

１．募集定員 

    ・５才児  若干名（翌年小学校に入学する幼児） 

    ・４才児  若干名（平成２７年４月２日～平成２８年４月１日生） 

    ・３才児   ３０名（平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生） 

☆満３歳児 若干名（平成２９年４月２日～平成３０年４月１日生） 

 ※満３歳になった月の翌月から入園を受け付けます。ご希望の方は早めにご連絡下さい。 

２．入園願書の配布 

    必要書類は１２月１０日～１２月２５日の間、はまなす幼稚園で配布します。 

３．入園受付  ・受付日 ２０２０年（令和２年） １月１４日（火） 

・時 間 １０：００～１２：００ 

・場 所 はまなす幼稚園 

４．興部町への認定申請 

幼稚園が保護者に代わり、教育標準時間認定（１号認定）申請を行います。 

５．興部町から認定証交付 

幼稚園を通して、保護者へ認定証が交付されます。 

６．入園手続（利用契約）・入園説明会  ２月３日（月） 

幼稚園と保護者との入園契約（利用契約）を交わして手続が終わります。 

７．入園料について 

入園料は２０１５年度（平成２７年度）から廃止されています。 

８．入園後の諸費用 

保育料は幼稚園在園全園児（町外在住園児含む）が２０１９年１０月から無償化となって

います。なお、ＰＴＡ会費、牛乳給食費などはそれぞれ実費を徴収します。 

≪注意事項≫ 

※事情によりこの期間に受付ができない場合は、事前にご連絡下さい。 

※様々な事情・心身の障がい等で不安がある場合は、適切な対応に配慮します。ご遠慮なくお

申し出ください。定員になりしだい受付を終了しますので、ご了承ください。 

○子育てに関するご相談も随時お受けしています。お気軽にご相談ください。 

◎詳しい内容は、はまなす幼稚園 ℡８２－２３０３までお問い合わせください。 

学校法人はまなす学園 はまなす幼稚園        
地域開放事業 あそびんこクラブのお知らせ 

はまなす幼稚園の「あそびんこクラブ」は、子ども達の健全な成長の為に、幼稚園を開放

して「子育て支援」に貢献することを目的とした事業です。 

内容は、遊具などを使って自由に遊ぶ時間を中心にして、健康な身体の為のリズム遊び・

絵本の語り聞かせ等を行っています。 

参加対象は主に幼稚園就園前のお子さんを中心としていますが、子どもは誰でも参加でき

ます。乳児・幼児の成長・健康にとって大切なポイントも随時お伝えしますので、是非ご利

用下さい。参加費は無料です。 

◎開催日時 原則的に毎月曜日の１０：００から１１：１５に開催します。 

 ※幼稚園・はこぶねハウスの事業によってお休みすることもありますので、参加される方

は事前に開催の有無を幼稚園にお問い合わせください。 

◎子育てについてのご相談も随時お受けしています。是非ご利用下さい。 

◎毎月、子育て学習会「子育てを語る会」も実施しています。どなたでも参加できます。 

◎参加ご希望の方は、はまなす幼稚園（℡８２-２３０３）にお問い合わせ下さい。 

学校法人はまなす学園 はまなす幼稚園 教員募集のお知らせ  

次のように、２０２０（令和２）年４月採用幼稚園教諭・保育士を募集しています。採用

を希望される方は、はまなす幼稚園までご連絡下さい。 

◎募集内容 

・はまなす幼稚園 幼稚園教諭（正職員）    １名 

・興部保育所   調理員  （代替調理員）  １名 

◎応募条件 

  （１）幼稚園教諭免許と保育士免許の両方をお持ちの方 

     （準職員はどちらかの免許でも構いません、調理員は必要ありません） 

  （２）職員構成により、はまなす幼稚園・興部保育所のどちらか勤務になる場合があり

ます。 

  （３）勤務時間、給与、休日などは、当学園就業規則・給与規程等によります。詳細は、

はまなす幼稚園までお問合せ下さい。 

◎応募期間  １１月２９日（金）まで 

採用を希望される方は、期日までにはまなす幼稚園にご連絡ください。必要書類・選考

内容他についてお知らせいたします。 

 ◎連 絡 先  はまなす幼稚園  ℡８２－２３０３ 



町からのお知らせ －4－ １１月中間号  

相談センター「ふくろう」より～仕事や健康、お金でお困りの方へ～  

北海道では、生活困窮者自立支援法に基づき、生活上の困難に直面している方に対し、地

域において自立した生活が行えるよう、自立支援に関する相談業務を「相談センターふくろ

う」に委託し、定期的に相談会を行っています。 

「ふくろう」では仕事・お金・生活・病気などでお困りの方や、どこに相談して良いかわ

からないなどの困りごとに対して、どうしたら良いか一緒に考えていきます。 

相談は無料で秘密は厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。また、ご利用の際に

はご予約下さい。 

◎日  時 １２月３日（火） １１：００～１２：００ 

◎場  所 福祉保健総合センター「きらり」 

◎申 込 先  オホーツク相談センター ふくろう 

              ℡０１５７－２５－３１１０ 

◎担  当  福祉保健課 社会福祉係 

ひまわり基金法律事務所無料法律相談（事前予約制）のお知らせ  

紋別市に開設されております「ひまわり基金法律事務所」では、興部町において毎月１回

の無料法律相談を実施しています。 

もし身近に法律に関する問題がありましたら、この機会に相談してみてはいかがでしょう

か。是非お気軽にお申し込みください。 

・日  時  １２月３日（火） １０：００～１２：００（一人３０分程度を予定） 

・場  所  福祉保健総合センター「きらり」 ※場所が変更になりました 

・相談内容  法律相談全般 

（例 多重債務・離婚・交通事故・相隣関係・借地借家・相続・刑事事件・犯罪被害者他） 

・事前予約  相談には『事前予約』が必要となります。（前日の１７：００までに連絡） 

予約状況によっては予約の受付ができない場合があります。 

・相談担当  紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 大根田 紫織 

・電話予約  紋別ひまわり基金法律事務所 ℡０１５８－２６－２２７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指せ！４５００日！】 
令和元年１１月１５日で 
町内の交通死亡事故ゼロ４４７４日 
スピードダウンとシートベルトの全席着用 
 


