四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…
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かみふっ子が全国大会で健闘しました
主な内容

上富良野町議会議員選挙投票結果
町内会に加入しよう
月から始まります 幼児教育・保育の無償化
ご確認ください ひとり親家庭支援制度
今年も盛り上がりました！ かみふの夏のイベント
十勝岳温泉をめざし全長㎞を走り抜けた
～第６回かみふらの十勝岳ヒルクライム～

区分

当日の有権者数

下段は前回 H 
投票者数

投票率

人

人

％

人

人

％

人

人

％

人

人

％

人

人

％

人

人

％

男

女

年齢

党派

当選回数

当選



佐藤 大輔



無所属



当選



元井 晴奈



無所属



当選



米澤 義英



日本共産党



当選



髙松 克年



無所属



当選



金子 益三



無所属



当選



佐川 典子



自由民主党



当選



村上 和子



自由民主党



当選



今村 辰義



無所属



当選



岡本 康裕



自由民主党



当選



小林 啓太



無所属



当選



荒生 博一



無所属



当選



中瀨

実



無所属



当選



中澤 良隆



無所属



当選



小田島 久尚



無所属



落選



西村 昭教



無所属

ー

落選



長谷川 德行



無所属

ー

落選



北條 隆男



無所属

ー

落選



二宮 利和



無所属

ー

落選



竹山 正一



無所属

ー

25

24

18
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拶盈６４００

候補者氏名

問合せ 選挙管理委員会

得票数

上富良野町議会議員選挙が８月 日 日 に行われ、即日開票の結果、再選 人、新人４人が当選。

当・落

人の新しい町議会議員が決まりました。

得票数順

任期は令和元年８月 日から令和５年８月 日までです。

候補者別の得票結果

投票結果と候補別の得票結果は左表のとおりです。

計

14

上富良野町議会議員選挙投票結果

有権者数の投票結果

広報かみふらの 2019.9

嘩

新しい 人の議 員
８月 日 金 に町議会臨時会
が開催され、議長と副議長の選
出のほか、常任委員会、議会運

総務産建常任副委員長

営委員会、議会広報特別委員会
の 構 成 が 決 定 し ま し た。 議 員
は、総務産建と厚生文教の２つ
の常任委員会のいずれかに所属
し、それぞれの分野で専門的な
審議を行います。
議会の会期や日程、議案の取
扱いなどを協議する議会運営委
員会は、常任委員会の各委員長
を含む６人で構成されます。

司各委員会の構成
副議長を含む７人

【総務産建常任委員会】
【厚生文教常任委員会】
議長を含む７人
【議会運営委員会】 ６人
米澤義英 委員長 、中澤良隆
副 委 員 長 、 佐 川 典 子、 中 瀨
【議会広報特別委員会】６人
髙松克年 委員長 、小田島久

厚生文教常任委員長

総務産建常任委員
なかざわ よしたか

さ が わ

の り こ

あ ら お ひろいち

な か せ

みのる

中 澤 良隆

佐川 典子

荒生 博 一

中瀨

実

厚生文教常任委員

厚生文教常任委員

も と い

は る な

総務産建常任委員

か ね こ ますぞう

たかまつ かつとし

米 澤 義英

元 井 晴奈

金 子 益三

髙松 克 年

厚生文教常任委員

総務産建常任委員

※記事中の敬称は省略させていただきました。議会での審議内容などは、年４回発行の「議会だより」でお知らせしています

貨 広報かみふらの 2019.9

村上 和 子

総務産建常任委員長

岡本 康裕

厚生文教常任副委員長

議長

むらかみ か ず こ

順不同
副議長

14

義英、佐藤大輔、小林啓太

よねざわ よしひで

厚生文教常任委員

総務産建常任委員

ひさなお

いまむら たつよし

こばやし け い た

さ と う だいすけ

小田島 久尚

今 村 辰義

小 林 啓太

佐藤 大輔

お だ じ ま





尚 副委員長 、元井晴奈、米澤

 

おかもと やすひろ

30



 

実、金子益三、荒生博一





問合せ 議会事務局 拶盈

子どもから高齢者までが集まって楽
計画を作成しているほか、自主防災

火山災害や地震に備え、個別支援

防災活動

しめるよう花見や盆踊り、運動会、お
組織による防災訓練などを行ってい

交 流 ・ 親睦活動
祭りなど地域ごとに特色のある行事を
ます。
全ての住民会に自主防災組
織が結成されているわ。住
民会には防災士が人在籍
月末現在し、中心的な
役割を果たしてるの。安心
して暮らせるわね

加入しよう

町の住民会の中にはの町内会があ
り、住民の皆さんが協力しさまざまな活動
を行っています。
今回は地域の活動を紹介！ まずは知る
ことから始めましょう。しっかりとした地
域コミュニティは安心の基盤になります。
問合せ 町民生活課自治推進班 拶盈

行い、コミュニケーションを図ってい
ます。
東中住民会 昨年の東中開拓年記念奉
納芸能発表会
大町住民会 毎月かみんで映画観賞会を実
施。誰でも参加 OK ！

佐藤良 逸
防災士
りょういつ

情報提供
安全・安心で明るく住みやす

町内会は互いに支え合い、

のイベントといった身近な情報

レンダーを配布するほか、地域

力となります。

さんによる助け合いが大きな

ており、解決に向けてご近所

では解決できない問題も増え

われていますが、個人や家族

付き合いが少なくなったと言

少子高齢化の影響でご近所

です。

ティづくりの基盤となるもの

割を担っており、コミュニ

を回覧で周知しています。

広報かみふらのやごみ収集カ

旭住民会 防災訓練で消火訓練、出前講座受講、
非常食の試食を実施
いまちをつくるため大切な役

慌てずに避難していただけます。

が発令される前に声掛けができ、

しています。これにより避難準備

水位基準設定に向けデータを収集

位に違いがあることから、独自の

で洪水の恐れのある場所では、水

水位計の設置場所と緑町住民会

めています。

河川災害に備えた取り組みを進

緑町住民会

迦

広報かみふらの 2019.9

防犯・
交 通安全活動
安全・安心のため、生活灯の設置と

さらに近年は自然災害も多
く「いざというとき」の助け
合いには、日頃からの住民の
いと言われています。そのた

ブ、子ども会とも連携、協力し、

員・児童委員のほか、老人クラ

身近な相談を受けている民生委

各団体との連携

め、地域における人と人との

住民の生活向上に向けて活動して

自治意識によるところが大き

つながりは、ますます重要に



全推進協議会への会費納入や赤い

また、社会福祉協議会、生活安

います。

なっています。
私たちの住むまちに愛着を

羽根共同募金への募金などによ

持ち、地域の皆さんと一緒に
まちづくりに参加していきま

左記へご連絡ください。

い。町内会長が分からない場合、

町内会長に直接お申込みくださ

加入を希望される方は、地域の

町内会に加入するには

います。

り、これらの団体の活動を支えて

しょう。

日の出住民会 観光地を気持ちの良い場所に。
日の出公園周辺のごみ拾い

管理、子どもの登下校時の交通安全活

「分別されていない」
「指定ごみ袋でない」
という理由で、収集さ
れなかったときの再分
別もしてるの～



動 朝のあいさつや声掛け などを行っ

快適な地域づくりのため、ごみス
テーションの設置や管理、花壇整
備、公園や道路の清掃活動など環境
美化に努めています。

拶盈６９８５

過 広報かみふらの 2019.9

問合せ 町民生活課自治推進班

みんなで
まちづくりに
参加しよう

町内会に
住みやすい
環境づくり

登校時の交通安全運動
泉町住民会

ています。

夜道を照らす生活灯。町内
会が設置してるって知って
た？ 電気料の負担、電球
交換や修理などの管理も町
内会よ～！

空手

少林寺拳法

カヌー

かみふっ子が文化活動やスポーツで、全国大会へ出場しました。
大会結果と合わせて、競技にかける熱い思いをお届けします。
５

かみふっ子が
全国大会で健闘しました

ピアノ

司広報かみふらのでは、スポー

ツや文化活動などで活躍した

町民の皆さんを掲載していま

す。情報をお持ちの方はご連

拶盈６９８５

町民生活課自治推進班

絡ください

問合せ

陸上

りゅう し ん

桑折 龍 真さん

ゆめ か

藤井夢加さん

たかとも

水林天朋さん

おうすけ

市の伊佐市菱刈カヌー競技場で

行われた、令和元年度全国高等


学校総合体育大会 インターハ





イ のカヌー競技「女子カヤッ



クペア ｍ」に出場しました。

中学生のときは陸上部に所属

し、砲丸投で全道制覇した実力

を持っています。カヌー競技に

取り組む親戚から影響を受けて

「新しいことに挑戦したい」と



菊池煌介さん



８月３～４日に鹿児島県伊佐



カヌー部がある南富良野高校に



ゆう が

大会前に演武のチェックを受ける

廣瀬有冴さん



富良野緑峰高２年

８月３～４日に東京武道館で
行われた、第 回全日本少年少
小学校５年生男子 に出場しま
した。
友達の影響で幼稚園から空手
を始め、今までは全道大会を突
破することができませんでした
が、今回初めて全国大会出場が
叶い「めっちゃうれしかった」
と振り返ります。



南富良野高１年


女空手道選手権大会の組手の部



全国大会に向け、突きが決ま





上富良野中１年

ピアノ教室の発表会で演奏を披露

上富良野小５年


上富良野西小２年


インターハイの会場にて

霞

広報かみふらの 2019.9

かみふっ子が全国大会で健闘しました

８月 ～ 日に香川県善通寺

ピック県総ひやごんスタジアム

８月４～８日に沖縄市のタ

カヌーは自分に向いていると

進学しました。

市の善通寺市民体育館で行われ

るようとにかく練習しました。
大会では緊張しつつも、攻める

６月 ～ 日に東京都中央区
の浜離宮朝日ホールで行われ

ペアの年生と藤井さん写真右

で行われた令和元年度全国高等



感じどんどん好きになり、顧問



た第 回全国中学生少林寺拳法

練習に励む菊池さん写真左

気持ちで挑みましたが、結果は



た、第 回グレンツェンピアノ



大会の男子自由単独演武の部に

との声援を受け、全国大会に臨

や先輩から「楽しんでこい！」

イ 陸上競技の男子砲丸投に出

学校総合体育大会 インターハ



１回戦敗退。菊池さんが打って
出場しました。

持ちしているため、今後は「ど

空手のほかにサッカーもかけ

大会進出を決めました。びっく

選会で３位に入賞して初の全国

ていましたが、今回の全道の予

き。今まで全道大会で入賞はし

入門したのは小学２年生のと

勝で戦える選手になりたい」と

き、レベルの高い全国大会の決

が「高校生活でカヌーをやり抜

格。 悔 し い 結 果 と な り ま し た

み ま し た。 結 果 は 準 決 勝 で 失

勝ち取りました。それからはウ

その後見事インターハイ出場を

績を残せたことで弾みを付け、

昨年の全道新人戦大会で好成

場しました。

持ったこと。昨年３月からピア

し涙を流しました。

ノ教室に通い、自宅でも毎日１
ちらも頑張って続けていきた

エイトトレーニングで砲丸を飛

は、同級生の演奏を見て興味を

時間半練習しています。出場し

次を見据えていました。

の、全国大会に進めず泣いてい

顧 問 か ら「 不 調 は 気 に し な い

所を治し、来年のインターハイ

今後の抱負は「痛みのある箇

ついて「実力のある部員から刺

と話していました。

を直して記録を残したいです」

イで決勝まで進みたい。改善点

た。今後の目標は「インターハ

ができました」と振り返りまし

年生で出場して経験を積むこと

もっと投げたかったですが、２

げようと投げ急いでしまった。

結果は予選敗退。
「 遠くに投

う集中して練習しました。

投てきのフォームが乱れないよ

ばすための筋力を付けながら、

りして実感が湧かなかったもの

模で、旭川予選から北海道地区

る仲間を見て、北海道代表とし

で、思い切って行け」と励まし

で決勝に進出したい」とし、こ
ｍリレーは準決勝敗退。リレー

の学校で陸上に取り組むことに

を受け、大会を迎えました。結

ができず不安もありましたが、

たい」と意気込んでいます。

磨きをかけ、さらに上をめざし

後については「基本動作や技に

高い技術を持っていました。今

果は予選敗退。出場者はさらに

を見直して稽古しましたが、結

き蹴りの基本のほか、技の動作

全国大会へ向けて、構えや突

ての責任を感じました。

大会まで金賞を受賞し、初めて
の参加で全国大会出場となりま
大会に向けて、課題曲をリズ

した。
ムに乗って弾くよう心掛けてき
ました。本番では１カ所のミス
がありましたが、準優秀賞を受
賞。「ミスしたのが悔しかった。
もっと練習を重ねて、次の大会

インターハイ陸上競技の女子
ｍと女子４× ｍリレーに出
場しました。
専門としている ｍの出場と

果は ｍが予選敗退で、４×

激を受けています」と話してい
ました。

かみふっ子のみんな
これからも未来に向
かってファイト～四

で金賞を獲りたい」と高みをめ

か

なり「うれしかった」と振り返
ります。インターハイ前は、膝

は昨年と同じ結果となり「決勝
へ行きたかった」と悔しさをに



ざします。

り





や足の筋肉の痛みがあったた



陸上
り

加藤璃里香さん


じませました。

い」と話していました。

てきたことが決定打となり、悔

空いたところを対戦相手が狙っ



たコンクールは国内最大級の規

ピアノを習い始めたきっかけ

した。

コンクール全国大会に出場しま



恵庭北高２年




め、思うように練習を積むこと

蚊 広報かみふらの 2019.9



特集

陸上
だいどうあき と

大道瑛斗さん
旭川大学高２年

陸上
いく ま

小野郁真さん

インターハイ陸上競技の男子
三段跳に出場しました。
姉が陸上部で活動していたこ
とをきっかけに自身も始め、走
幅跳や三段跳など跳躍競技を専
門に取り組んできました。
全道大会では「インターハイ

インターハイ陸上競技の男子

選手がケガで出走できなくなっ

ら予選敗退となりました。

場の機会なく、結果は残念なが

欠で選出されましたが、２走の

組んでいます。

響で、中学から陸上競技に取り

兄が陸上競技をやっていた影

一緒に競技ができ

国レベルの選手と

きるよう調整してきました。出

を行いながら、いつでも出走で

と話しつつも、選手のサポート

れたことに対し「悔しかった」

インターハイで補欠に指名さ

たい」と宣言しました。

り、陸上部の歴史に名前を刻み

に「周りと勝負できる選手にな

り込むことを目標にするととも

ピード低下に陥らないよう、走

今後は課題である終盤でのス

たため、１走で出場しインター

わなかったため驚いた 」と言

て、とても刺激を

ハイ出場へ貢献しました。

ｍリレーに出場しまし

４×

い、インターハイに向けてリズ

受けました」と振

た。

ムよく跳躍できるよう基礎を中

専門は ｍ。全道大会では補

心に練習しました。
結果は予選敗退。台風による

り返り、今後につ
ろからの夢である

す」と話していました。

いては「小さいこ
悪条件もあり、目標としていた

救急救命士をめざして努力しま

経験したことのない雨と強風の
記録に及びませんでした。
「全

今後は、 月 ～ 日に広島

た。

大会では決勝に北海道勢３人

う重点的に練習。

インターハイ陸上競技の女子
ｍに出場しました。

が顔を揃え、入賞者全員が 秒

市で行われる第 回Ｕ 日本陸


が決定した後は、課題であるス

できました。インターハイ出場

優勝」と定め、競技に取り組ん

校３年時のインターハイで全国

見せたかった」と振り返りまし

援に来ていた両親にも良い姿を

で「悔しかったです。会場に応

げられました。結果は７位入賞

台とハイレベルな戦いが繰り広

誓いました。

と意気込み、次に向けて健闘を

記録である 秒 を突破したい

この大会で女子 ｍの日本高校

上競技選手権大会に出場予定。



富良野高３年

に出場できる記録が出るとは思



以前から高校での目標を「高

 

 

陸上
鈴木くるみさん
旭川龍谷高３年





全道大会では走として出場
賞状を手に笑顔の鈴木さん中央



タートダッシュで出遅れないよ














かみふっ子が全国大会で健闘しました
特集

大舞台で力の限り跳躍

俄
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10

月から始まります

10

幼児教育・
保育の無償化

月から幼稚園や保育所、認定こど

も園、児童発達支援センターなどを利

用する３～５歳児の子どもの利用料が

無料になります。

た だ し、 給 食 費、 お や つ 代、 教 材

費、行事費、通園送迎費、制服代など

の「実費で徴収する費用」は、引き続

き保護者の負担となります。これらの

10

費用がこれまで保育料に含まれていた

場合は、 月から新たに実費徴収とな

ります。

【申請の手続き】

酸幼稚園、認定こども園



教育 １号認定 を受けている子ども

で、認定こども園で預かり保育を利用

する場合は、新たに「施設等利用給付

認定申請」の手続きが必要です。

酸保育所、児童発達支援センター

新たな手続きは必要ありません

酸認可外保育施設

「施設等利用給付認定申請」の手続

きが必要です。

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課子育て支援班



月からの幼児教育・保育の無償化の例
月からの月額利用料
対象施設

～歳児のクラス
変更なし

申請手続き
～歳児のクラス

無償
認定こども園上富良野
高田幼稚園
わかば中央保育園
住民税非課税世帯のみ無償
わかば愛育園
上富良野西こども園

町外の幼稚園

ー

町外の保育所

住民税非課税世帯のみ無償

認可外保育施設

住民税非課税世帯のみ
円まで無償

児童発達支援センター 住民税非課税世帯のみ無償

・教育号認定を受けている子ども
・保育号認定を受けている子ども

新たな手続きは不要

無償

「施設等利用給付認
※教育号認定を受けている子ども
定申請」の手続きが
で、就労などで預かり保育を利用す
必要
る場合は、円まで無償

無償

新たな手続きは不要

円まで無償

「施設等利用給付認
定申請」の手続きが
必要

無償

新たな手続きは不要

給食費主食・副食、おやつ代、教材費、行事費、通園送迎費、制服代などは実費徴収となります。
※給食の副食費が無償となる世帯住民税所得割額円以下の世帯には、別途通知します

峨 広報かみふらの 2019.9

ご確認ください

ひとり親家庭支援制度
・受給資格者 請求者 や同居の扶養義

・学生で所得税が非課税の場合、 歳

になった月の末日までが対象 誕生

職・就学支度資金、医療介護資金、
生活資金、住宅資金、転宅資金、結

日が１日の方は前月の末日までが対

※ 歳の場合は、 歳の誕生日からそ

期間は対象

部 専攻科を除く の在学者は、在学

・盲学校、ろう学校、養護学校の高等

象

婚資金
※貸付金額、利子など詳しくは、お問
合せください
目１番１号 上川総合振興局社会福

申込み・問合せ 旭川市永山６条 丁

務者などの前年の収入が一定額以上

祉課 拶０１６６‐４６‐５９９０

ひとり親家庭の生活の安定、自立促
進、健康保持のための支援制度があり
の場合、その年度 ８月～翌年７月

の後の３月 日までが対象

自己負担割
月額上限 入院円 通院円

拶盈６９８５

問合せ 町民生活課総合窓口班

保険外給付は対象外

※親、児童ともに入院時の食事負担、

児童

課税世帯

我

広報かみふらの 2019.9

20

自己負担なし

医療費の助成内容

入院、通院での医療費が対象

母子家庭等就業・
自立支援センター
就業に関する相談、技能習得、就業
情報提供まで一貫した就業支援サービ
スを提供するとともに、地域生活や養
育費に関する相談支援も行っていま
す。
問合せ 旭 川 市 ５ 条 通 ４ 丁 目 と き わ
市民ホール１階 旭川市社会福祉協
議会母子家庭等就業・自立支援セン
ター 拶０１６６‐２１‐７１８１

ひとり親家庭等医療給付事業
医療機関などの受診時に、医療費の
自己負担分の一部を町が負担する制度
です。

ている配偶者のいない父か母

住民税所得割区分

ますので、ぜひご活用ください。

拶盈６９８７

母子父子寡婦福祉資金貸付金

受給者や同居の扶養義務者などの前
合があります。

ひとり親家庭などの経済的自立支援
を行っています。

対象となる親と児童

年の収入によって、対象にならない場
対象者 母 子 家 庭 の 母 、 父 子 家 庭 の

・ 歳以下の児童とその児童を扶養し
貸付金の種類 事業開始・継続資金、

・ 歳以下の両親のいない児童

父、寡婦など
修学・修業資金、技能習得資金、就

自己負担割
月額上限 入院円

19

や児童福祉を推進するため、貸し付け





18

課税世帯

の支給が制限されます

～円
円
円刻み

31

自己負担なし

児童扶養手当

～円
円刻み
第子以降
円
加算額

受給申請のうえ、認定を受けること

歳の場合、 歳

第子
加算額

問合せ 保健福祉課子育て支援班

円



非課税世帯





～円
円刻み
第子



入院や指定訪問看護での医療費が対象
通院は対象外



一部支給
対象児童 全額支給

が必要です。次の対象児童を養育し、

の児童
対象要件
・父母が離婚した後、父 母 と生計を
同じくしていない
・父か母が死亡した など
対象とならない場合
・児童福祉施設などに入所、里親に委
託されている
・父か母が内縁関係など事実上の婚姻
関係がある など
支給額
・児童の人数と所得によって支給額が

支給月額
※所得制限あり
児童扶養手当

要件に該当する方が受給できます。
対象児童
・ 歳以下の児童
が対象

の誕生日からその後の３月 日まで

18

・身体か精神に障がいがある 歳未満
20

・母が婚姻をしないで子を産んだ






非課税世帯

歳
以上

自己負担なし

～歳就学前


18

18

住民税所得割区分

親



変わります

18

18

31

18

８ 10 町民仮装盆踊り大会

回目の開催となった町民仮装盆踊り大会。団体
個人が趣向を凝らした手づくりの衣装で踊りを披露
し、会場は歓声に包まれていました。

第５回十勝岳トレイル
in かみふらの・びえい

日の出公園をスタート、ゴール地点として、十勝岳
地区を周回する㎞とチャレンジコース㎞で実施。
国内外から参加した人がゴールをめざしました。

８ 25

第６回かみふらの
十勝岳ヒルクライム

最大標高差 m、道内最高標高のヒルクライム
レース。日の出公園から十勝岳温泉のゴールをめざし
人が走り抜けました。

牙 広報かみふらの 2019.9

今年も上富良野町の夏を彩るイベントがたくさん行われました。盛り上が
りを見せた４つのイベントを紹介します。
※３住民会合同盆踊り大会と町民仮装盆踊り大会は「上富良野町協働のまち
づくり推進補助金」を活用して実施されました

８ 18

今年も盛り 上 が り ま し た ！

旭・宮町・東明住民会による盆踊り大会を東児童館
ひろばで開催。
浴衣姿の子どもなど多くの町民が訪れ、
安政太鼓の演奏に合わせ楽しそうに踊っていました。

かみふの夏のイベント

８４ ３住民会合同盆踊り大会

アウトドアで夏を満喫
野外体験キャンプ

７月 ～ 日に町子ども会育成協議
会による野外体験キャンプが清富多世

オー！と声を上げてガッツポーズする選手

９年振りの地元開催
Ｂ＆Ｇ全道水泳大会

しや具材の下ごしらえなどに悪戦苦闘

飯、ドラム缶風呂などを体験。火おこ

「水泳の部」が上富良野Ｂ＆Ｇ海洋セ

北海道ブロック・スポーツ交流交歓会

町などが主催する令和元年度Ｂ＆Ｇ

ム缶風呂が楽し

「初めてのドラ

おいしかった」

作ったカレーが

は「自分たちで

香 まなか さん、同じく高学年バタフ

生女子低学年平泳ぎ

いました。町 内 の 出 場 者 で は 、 小 学

日野凪彩 なぎさ さんが選手宣誓を行

いさき さん、堀珠来 しゅら さん、

会式では、上富良野町代表の能勢衣咲








ｍで村上茉奈









好成績を残しました。

三段山の標柱がきれい
に ボランティア登山

生徒など 人が参加しました。

山岳会をはじめ上富良野高校の教員と

ボランティア登山に、上富良野十勝岳

十勝岳ジオパーク推進協議会主催の

家族や仲間からの声援が響くなか泳ぐ出場者

３回目となった今回は、三段山の登

山道と標柱の整備を実施。参加者は登

山道に張るロープと杭などを担ぎ、枝

払いやごみ拾いをしながら山頂をめざ

しました。山頂では標柱をペンキで塗

り直し、登山者が安心して登山できる

ように整備しました。

参加した高校生は「山頂までの道の

りは大変だったけど、友人が三段山に

登ることがあれば、標柱に色を入れた

のは自分だと教えます」と満足した表

情で話してくれました。

画
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代交流センターで行われ、町内の小学
生 人が参加しました。

しながら協力し

ンターで開催されました。

１日目はテントの設営や飯ごう炊

て調理しまし

団体から小中学生 人が出場。開

かった」と笑顔

ライ ｍで堀珠来さんが優勝するなど

た。 参 加 児 童

で話してくれま
した。

青少年スポーツ大会選手参加報奨金
の授与式が上富良野小学校グラウンド
で行われ、服部久和教育長から上富良

看板に色を入れる上富良野高校生

協力しながらテントのペグ打ち

ジャガーズが全道大会
へ！ 報奨金授与式

野ジャガーズに報奨金が手渡されまし
た。
この日は、８月３～５日に札幌市で
行われる「ホクレン旗争奪第 回北海
を控え、上富良野神社祭典奉納スポー
ツ行事として試合を行っていました。
坂内駿斗主将は「全員気合いを入れて
練習しています。エラーを無くして先
制点を取り、試合の流れを引き寄せた
い」と抱負を述べていました。
大会結果は、惜しくも２回戦敗退と
なりました。





31

8/4




8/5

30

24

道少年軟式野球選手権大会」への出場



22

ドラム缶風呂で笑顔でピース！

7/30
8/1

第 回世代間交流
ゲートボール大会

３住民会の５チーム 人が参加し、

競技結果は次のとおり

図られました。

ある住民相互の交流、世代間の親睦が

レー。競技を通して、大会の目的でも

のアドバイスを受けながら真剣にプ

あ ち ゃ ん か ら「 こ こ を 狙 っ て 」 な ど

で、子どもたちはおじいちゃんやおば

人以上が入って競技を行うことが条件

チームに小学生～高校生の子ども１

した。

上富良野ゲートボール場で開催されま

26

優勝 日の出Ｂ、準優勝 東中清流
上富良野町消費者協会主催の「おさ
かな料理教室 」が保健福祉総合セン
ターかみんで開催され、 人が参加。
留萌管内お魚普及協議会の協力により
行われ、増毛漁港女性部員５人が講師
を務めました。
メニューはたこ飯、えびの味噌汁、
海鮮塩こんぶサラダの３品。増毛町産

プ討議では、交通安全を呼び掛けるた

めの方法を話し合いました。その中で

は「動画を制作して全校集会で放送す

る。町内の学校が合同で交通安全標語

交通安全に向けて討議
なかよしサミット

上富良野の青少年健全育成をすすめ

を募集する。啓発ポスターを制作し校

社会教育総合センターで開催され、町
内の小中高校の児童会、生徒会役員
人が出席しました。なかよしサミット
では年に１回児童生徒が集まり、校内
だけでなく町内全体でより良い生活を
送れるよう、テーマに沿って討議して
います。
今回のテーマは交通安全。はじめに
「取り組み発表」として、学校ごとに
交通事故を防ぐために取り組んでいる

聞かれました。

意識を高める機会になった」との声が

めるのが難しかった。より交通安全の

でいる内容が違ったため、意見をまと

参加者からは「学校ごとに取り組ん

いきます。

童会、生徒会が中心となり取り組んで

た。各学校ではこの結果をもとに、児

どさまざまな取り組みが提案されまし

だよりに交通安全クイズを載せる」な

内だけでなく町内にも掲示する。学校

る会主催の第 回なかよしサミットが

8/22

内容を発表しました。その後のグルー

臥 広報かみふらの 2019.9

のタコ、エビ、ホタテのほか、上富良
野町農業再生協議会のＰＲ事業として
町内産の旬の野菜も使い、簡単でおい
しい料理のレシピを教わりました。参
加者からは「今まで自己流だったが、
魚介類に応じた茹で方や切り方を知る

年長者がアイディアを引き出していく





35

魚介類のおいしい食べ
方を学ぶ 料理教室
「浜のお母さん中央」が調理法を伝授

チームのおじいちゃんに見守られながらプレー
ことができた」「タコが柔らかくてびっ
くりした」と感想が上がりました。

グループでまとめた内容を発表



8/6
8/24

お知らせ

information

子育て
わいわいらんど
町内にお住まいの方はどなた
でも参加できます。親子で遊び
に来ませんか。
障害福祉サービス事業所によ
る物品販売も行います。
時 分～ 時

日時 ９月 日 土
場所 子どもセンター
内容 室内サーキット遊び、親
子リズム遊び、エプロンシア
ター
問合せ 子どもセンター
拶盈６５０１

ｍ 、椅子

農業
「農業用ため池」
届出制度

内に北海道へ届け出ることが義

か管理している方は、６カ月以

され、農業用ため池を所有する

に関する法律が７月１日に施行

金受給者の生活を支援するた

や所得額が一定基準額以下の年

給付金は、公的年金などの収入

給付金制度が始まります。支援

月１日から年金生活者支援

日本年金機構や厚生労働省か

注意ください

装った不審な電話や案内にご

司日本年金機構や厚生労働省を

てください。

年金生活者支援給付金制度が
始まります

務化されました。対象の方は、

め、年金に上乗せして支給され

ら口座番号を聞いたり、手数料

農業用ため池の管理及び保全

ご連絡ください。

ます。

などの金銭を求めることはあり

次の要件を全て満たしてる方
① 歳以上

問合せ

拶０５７０‐０５‐４０９２

給付金専用ダイヤル

②世帯全員が住民税非課税

金を受給している方

すので、同封のはがきに必要事

を受給した方

年金の請求手続きと併せて請

求書が送付されますので、年金

月

時

分

日（木）

～

富良野市役所

拶０１６６‐７２‐５００４

お客様相談室

旭川年金事務所

申込み・問合せ

場所

日時

での事前予約が必要です。

設 し て い ま す。 １ 週 間 前 ま

毎 月「 年 金 相 談 所 」 を 開

拶０１６６‐２７‐１６１１

旭川年金事務所
合計が約 万円以下

③年金収入額とその他所得額の

酸障害年金、遺族年金受給者

前年の所得額が約 万円以下
司請求手続き

酸平成 年４月１日以前から年
次のルールを守りましょう。

請求手続きの案内が、日本年
・単独行動は避け、複数で行動

項を記入し、
返送してください。

金機構から９月上旬に送られま
し、クマの足跡やフンを見た

酸平成 年４月２日以降に年金

認する

事務所か役場で請求手続きをし

問合せ 農業振興課農業振興班

司対象となる方

拶盈６９８４

ません。

注意喚起

酸老齢年金受給者

年金

場合はすぐに引き返す
・鈴やラジオなど音が出るもの
を持つ
問合せ 農業振興課農業振興班
拶盈６９８４

芽

広報かみふらの 2019.9

ち、通常歩行
座り立ち、お盆持ち歩行
靴、飲み物

持ち物 動きやすい服装、運動
申込期限 ９月 日 水
申込み・問合せ
拶盈６５３３

地域包括支援センター

健康
救急の日医療講演会
演題①
救急医療とドクターヘリ
講師 旭川赤十字病院副院長兼
救命救急センター長

ヒグマとの遭遇に注意！
９～ 月にかけては、ヒグマ
が多くの餌を求める時期とな
り、野山で人とクマが遭遇しや
すくなります。

88

小林巌氏
演題② 救急医療とドクターヘ
リ～看護師の視点から

今月の
10

・事前にヒグマの出没情報を確

山とその周辺に入る場合は、

462

福祉

講師 旭川赤十字病院看護師
ＨＣＵ・救急外来
三浦美穂氏

のお話
31

いきいき体力測定会
町内在住の 歳以上の方を対

日時 ９月 日 金

時

象に開催します。無料で健康運

場所 富良野地域人材開発セン
参加料 無料

ター

動指導士が体力測定、運動のア
月２日 水

～ 時 分まで、ド
天候不良の場合は中止 や記
念撮影会を行います。

拶曳２２００

10

16

10

18

65





30

クターヘリ合同訓練内部見学

その他

15

問合せ 富良野地域医療対策協
議会

30

20



14

ドバイスをします。
日時

みん
定員

人

場所 保健福祉総合センターか

③ 時 分

①９時 ② 時 分

30

10


10

25






10
30

10

65

13

測定項目 握 力 、 開 眼 片 足 立



31



28
30

12

９

10

30

お知らせ

information

月日火～日月までは公証週間です。
公証人は、公証役場で遺言や契約などの公正証書の
作成を行っています。
司遺言は公正証書で！
公正証書遺言は、自筆遺言証書のように裁判所での
検認は必要ありません。原本は公証役場で保存します
ので、偽造や紛失の心配もありません。
問合せ 旭川公証人合同役場
旭川市条通丁目番地 拶‐‐

滝里ダムに流れ込んできた流木枯れ木や木の根を
無料で配布します。ガーデニングや学校教材、
手芸品、
燃料などにご利用ください。
日時 月日日、日月 ～時
※無くなり次第終了
※悪天候の場合は、予告なく中止する場合があります
場所 芦別市滝里町番地 滝里ダム防災施設
問合せ 北海道開発局札幌開発建設部空知川河川事務
所滝里ダム管理支所管理係 拶‐‐

展示期間
月２日 土 ～４日 月

場所 社会教育総合センターア
リーナ

内容 絵画、手芸、書道、写真、
陶芸など １人１作品

日ごろの練習や活動の成果を

司小さな音楽会

月２日 土

発表してみませんか。
日時

～ 時 分

場所 社会教育総合センターラ

音楽愛好者 個人、団

ウンジ
対象

体、サークルなど

内容 楽器演奏、コーラスなど
※演奏時間は 分程度

区画 １区画２ｍ

滝里ダム流木無料配布

司本のリサイクル

～ 時 分

本、紙芝居、エプロンシアター
など

【ふらの・ものがたり文化の会】
宮沢賢治作品の朗読
時 分～ 時

司人形劇団「おたのしみ劇場ガ
ウチョス」による人形劇
～ 時

の生演奏で送る人形劇。糸で操

司フリーマーケット

木を彫って作った人形と楽器
る人形がさまざまな動きで演じ

家庭で不要になった日用雑貨

や衣料品、手づくり品などを販

ます。
司しかけ絵本の展示

売してみませんか。

～ 時

司第 回読書感想文・感想画コ

月４日 月

※加工食品などは不可
日時

ウンジ
募集区画

×２ｍ、先着順

司申込方法 社会教育総合セン
月４日 金

ターにある申込書を提出
司申込期限

※搬入、搬出などの日程は申込

みの際にお知らせします

公証週間のお知らせ

定期利用以外の申込みも受け
た本を無料で配布します。

図書館にある古本や寄贈され

方はあらかじめ使用申請書を提
司読み聞かせボランティア団体

付けていますので、予定がある
出してください。

教育
小学校新入学児童
健康相談

読み聞かせフェア 大型絵

【読みきかせ会ムーミン】

による読み聞かせ会

申込期限 ９月 日 金

月２日 水



来年度小学校に入学の子ども

町民歩こう会
千望峠から十勝岳連峰を眺め
月 日 月・祝

ながら、歩いてみませんか。
日時
８～ 時 ※小雨決行
場所 社会教育総合センター集
合・解散
センターの約 ㎞

コース 千望峠～社会教育総合

円 保険料

持ち物 タオル、飲み物、雨具
参加料
申込期限



を 対 象 に、 内 科 検 診 や 歯 科 検
診、健康相談などを行いますの
で必ず受診してください。
対象 平成 年４月２日～平成

月８日 火 、９日 水

年４月１日に生まれた子ど
も
日時
①９時 ② 時 ③ 時
※時間帯別でご案内します
場所 社会教育総合センター
問合せ 教育振興課学校教育班
拶盈６６９９
楽しく学ぼういつまでも！

11

場所 社会教育総合センターラ

15

※参加料を添えてお申込みくだ
さい

ンクール入選作品展
問合せ 図書館「ふれんど」
拶盈３１５８

総合文化祭参加者募集
月２日 土 ～４日 月 に開
催する総合文化祭への出展・出
演者などを募集します。
司町民作品展
趣味などで制作した作品を出
展しませんか。

11

生 涯 学 習 情 報

図書館まつり
読書に興味を持ってもらうこ
とを目的に開催します。読み聞

10




 

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班
拶盈５５１１

社会教育施設の
定期利用希望調査

かせ会に参加すると読書スタン
プがもらえるほか、本を借りる

～４月 の

とプレゼントももらえるよ！

令和元年度後期

社会体育施設の定期利用希望を

日時

月５日 土

受け付けます。社会教育総合セ

場所 図書館ふれんど




20

10




10




ンターと学校体育館の利用は社
の利用は公民館へそれぞれ使用

内容・時間

９時 分～ 時

希望表を提出してください。

蛾 広報かみふらの 2019.9
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11

10
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会教育総合センターへ、公民館

30

15

44

13




10

11







10
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10
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作品名 「十五夜」

ちゃん

小杉 美琴

～ファイヤーマンから炎 のメッセージ～

刺救急隊員に伝えること

守りが重要です。

とがあります。家族や周りの方の見

まったりすることで通報が遅れるこ

伝えられなかったり、我慢してし

救急車を正しく利用しよう
刺実際にあった 番通報の例
次の緊急性の低い場合は、通報を
控えてください。
・肌が日焼けや虫刺されで腫れた、
かゆい

きの状況、通報後の様子

・負傷したときや体調が急変したと
刺用意しておくもの

がいます。これらの電話は緊急時に

「朝野球、昼野球と暇さえあれ

ば野球をしていた」と話すほどの

野球好き。 歳のとき同僚に誘わ

かったから」 歳になった今も野

んあるのに、審判をする人が少な

ました。理由は「チームはたくさ

れたことがきっかけで審判を始め

46

続 け ら れ た の は、 野 球 や ソ フ ト

したこともあったそうです。長く

に子どもがマウンドに上がり中断

チームが来なかったことや試合中

長い審判人生の中では、試合に

ンドに立っています。

球やソフトボールの審判でグラウ

87

ボールが大好きだから。
「 健康の

た め に も、 あ と １ ～ ２ 年 は で き

る」と意気込んでいました。

野球、ソフトボールとも審判員

が高齢になり、人数が少ないこと

が悩み。
「若い方にも、ぜひやっ

ていただきたい」と話していまし

た。

賀

広報かみふらの 2019.9

「ちょこっと自慢できる趣味、特技」を募集中！ 町民生活課自治推進班拶盈

・処方薬が無くなった
・病院で待ちたくない

・保険証、かかりつけ医の診察券

・入院日なので、病院へ行きたい
刺こんなときは、ためらわずに 番

・服用している薬やおくすり手帳
・乳幼児は、母子手帳、紙おむつ、
哺乳瓶

番

火災や救急の

ら大量に血が出る。吐血する

対応できないため、必ず 番へ通報


拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署



「野球・ソフトボールの審判」

ちょこっと自慢

通報してください！
手足～しびれる。力が入らない
背中や胸～締
め付けられ
る。呼吸が
苦しい。痛
む箇所が移

通報を 番では
なく、富良野広

動する
顔～しびれる。動かしにくい。物が

域連合消防本部
や上富良野消防

通報を受けたとき、医療機関への

してください。 携帯電話からも通

署の電話番号に電話してこられる方

引き継ぎのほか、資器材の準備やド

話可能
着いてお話しください。

ため、状況を詳しく聞きます。落ち

クターヘリの要請が必要か確認する

その他～腹部が激しく痛む。肛門か

れつがまわらない

二重に見える。視野が欠ける。ろ





栄町３丁目 元木俊明さん

の

し
ねぇねぇ
わた
見て見て！



子どもや高齢者は、症状をうまく

試合で主審を務める元木さん



平成年生まれ
平成年生まれ



こ た ろ う
であい

くん

出合 琥太郎

難しかったのは、お団子とお月
様の色紙を丸く切るところ。お月
様でジャンプしているウサギは、
濃い紫色を選んでスタンプでポン
ポンと色を付けました
お団子の台座を切るのと、お月
様を色紙を色んな形に切って飾り
付けるのを頑張りました！ ウサ
ギに色を付けるとき指が染まりま
したが、楽しかったそうです辞
こすぎ みこと

わかば愛育園

かみふっこギャラリー

広域情報

ただくことを目的に、これまでの活動

活動を行っています。

保健福祉総合センターかみんには、

当し、高校生の

環境コースを担

十勝岳ジオパーク推進協議会は自然

特定健診が行われた７月１日から展示

視点による白銀

をまとめたパネル展示を行いました。

し、用意したパ

荘から望岳台ま

でのトレッキン

拶盈６９９４

も無くなり、ま

企画商工観光課ジオパーク推進室

十勝岳ジオパーク誕生への道
問合せ

ンフレット 部
て事業を展開しています。 フェイス

グコースマップ

皆さん、こんにちは。ジオ 見習い

ずまずの手応え

最後に上富良野町郷土館では、北海

ブ ッ ク「 十 勝 岳 ジ オ パ ー ク 推 進 協 議

村上です。４月から担当になったわけ

社会教育総合

道や十勝岳連峰の成り立ちについての

作成を支援しています。
センターには７

パネル展示を行っていますので、ぜひ
を示してもらえたかなと思っていると

司十勝岳ジオパーク推進協議会事務局

足を運んでください。

月 日から展示

を感じました。

会」を更新中！
介します。

パークって何？」の状態でした。現在
いろいろな事業を通じて、一から勉強
①十勝岳ジオくらぶの設立

ころです。

し、少しは興味

に、７月 日 土 に上富良野、美瑛両

「ジオパーク」について発信し続けて

座や学校授業、イベントなどを通じて

を基本として、会員一人ひとりが十勝

「 会員がジオパークを楽しむこと 」

催されました。

教育振興機構主催の「青少年体験活動

今年度上富良野高校は、国立青少年

③上富良野高校の授業との連携

て展示を進めていきます。

上川郡美瑛町本町４丁目６番１号

移転のお知らせ

いますが、町全体への浸透は「まだま

岳ジオパークの魅力を多くの人に伝え

拶０１６６‐７６‐４００４
自然環境、食・農業、歴史文化 に分

７月から美瑛町郷土館美宙 みそら

だ」と言うのが正直なところでしょう

鯖０１６６‐７６‐４００５

事務局へご連絡ください。

顕彰制度 」のモデル校に選ばれまし

広報５月号でもお知らせしました

か。

②巡回展示の実施

かれて、地域の課題解決に向けた体験



南富良野町
道の駅南ふらの感謝祭
ありがとうの思いを込めて開
催します！
日時 月日土 ～時
場所 道の駅南ふらの
内容 ビンゴ大会、お楽しみ抽
選会、農産物の特売など
問合せ 株南富良野町振興公
社
拶液

占冠村
紅葉まつり

info@tokachidake-geopark.jp

住所 〒０７１‐０２９２

から美瑛町役場３階に移転しました。



なめ
こ汁な
ど旬の
食材を
使った
軽食、占冠の農産物を販売。き
れいな紅葉と合わせて、ぜひお
楽しみください。
日時 月日日 10時
場所 占冠村農村公園道の駅
自然体感しむかっぷ隣
問合せ NPO法人占冠・村づく
り観光協会
拶曳



た。３年生が４つのコース 商工観光、

今後は、協議会構成団体にも拡大し

を支援する 盛り上げる ことを目的

十勝岳ジオパーク推進協議会の活動

中 で は あ り ま す が、 皆 さ ま に「 ジ オ
パーク」のことをお伝えできるように
振り返ると平成 年４月に十勝岳ジ

50

広げていきますので、興味のある方は

町の町民 人が出席し、設立総会が開



頑張っていきます。



今回は今年度の新たな取り組みを紹

ですが、恥ずかしながら今まで「ジオ



オパーク推進協議会を設立し、出前講

13 27




中富良野町
なかふらのサイクリング
町内の農村地区を自転車で回
りながら、ミニゲームや宝探し
を楽しむイベント。ゴール後の
バーベキューもお楽しみくださ
い。
日時 月日日 ～時
コース 約～ km のロング
ライドと約 km ののんびり
ライド
参加料 大人
円
子ども 円
問合せ なかふらの花ライドプ
ロジェクト
拶曳

ジオパーク活動を少しでも知ってい

雅 広報かみふらの 2019.9

17





富良野市
第回特別展
「森を支えるきのこ」
実物標本や本格的なジオラマ
を展示し「知っているようで知
らない」きのこの魅力をお伝え
します。
日時 月日日までの～
時月曜休
場所 富良野市生涯学習セン
ター内富良野市博物館
入館料 無料
問合せ 富良野市博物館
拶泳



27

が、今年度から事務局を美瑛町に一元

秋のイベント

化 し て、 日 本 ジ オ パ ー ク 認 定 に 向 け

今月のテーマは…

夜空を見上げれば…
見上げれば…
問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

☆９月の上富良野の星空は…

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

わし座
止

木星

南

南南東

いて座

止

南東

土星
止

やぎ座

みなみのうお座
東南東

へびつかい座

海王星位置

みずがめ座

くじら座

町へ
◎菅野和子さん

万円

町立病院へ

こぎつね座
ペガサス座

うお座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

南南西

南西

西南西

◎岩田正義さん

３万円

◎渡邉ナヲ子さん

３万円

ラベンダーハイツへ
◎岩田正義さん
◎北川晃さん
◎川仁晁さん

３万円
５万円
２万円

社会福祉協議会へ
◎北川晃さん
◎川仁晁さん

５万円
３万円

月日土時分の上富良野の星空です。 この図には表示できませ
んが、昨夏の接近後、地球から少しずつ遠ざかっていた火星は日水に
太陽に追いつかれて「合」となり、来年月の準大接近に向けて地球に近
づく動きに入ります。今年前半に「明けの明星」として夜明け前の東の空
で輝いていた金星は、先月日から「宵よいの明星」として、西の低空
に姿を見せています。見かけ上は太陽に近いため、なかなか見ることはで
きないでしょう。夕方の空に金星を見つけることができるか、家族や友達
と競ってみると面白いかもしれませんね。これからの時期は「おとめ座」
「てんびん座」
「さそり座」など太陽が沈んだ方角真西寄りもやや南寄
りの低空に注目するとよいでしょう。
南西の低空には木星、左側には土星が輝いています。今年は二つの大惑
星が天の川を挟んでいましたが、来年は木星が天の川を通り越して土星の
すぐ隣に輝くことになります。

９月の天体観望会
法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、望遠鏡を使って月や星
雲などを眺めます。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日金 ～
場所 上富良野西小学校チャレンジ天文台
定員 人中学生以下は保護者同伴
参加料 無料
申込期限 月日木
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

南東には「みずがめ座アクエリアス」が見えていますが、その中には明るさが
平均等級で、望遠鏡でなければ見ることのできない太陽系最遠の惑星である海
王星ネプチューンがあります。等星ほどの明るさで見える天王星は、年に
ウィリアム・ハーシェルによって望遠鏡で発見されましたが、その後の観測では天
王星の予報位置が実際とずれていました。イギリスのアダムスとフランスのルベリ
土星

エは、未知の惑星の重力がこのズレを起こしているとして、新惑星の位置予報を計

算し、それを受けたベルリン天文台のガレが、年に予報位置近くで等級の海王星を発見しました。 天体力学の
理論的予測によって発見されたため、天体力学の勝利とたたえられた惑星でもあります。太陽から遠い天体であるた
め、約年をかけて太陽の周りを周します。
※太陽系で一番遠い惑星は「冥王星」という時代が長く続きましたが、冥王星に匹敵する天体がいくつも見つかり議
論の結果「準惑星」という扱いになっています。現在では、正式に小惑星番号番が与えられています

発行日
発 行
編 集
印 刷

令和元年月日
上富良野町
町民生活課自治推進班
株式会社あいわプリント

ご意見・ご感想をお寄せください。
参‐
北海道空知郡上富良野町
大町丁目番号
拶盈 鯖盈
メール：jichi@town.kamifurano.lg.jp

● 人のうごき ●


は前月比

令和元年月日現在

人口 10,710 人 （＋）
男
5,487 人 （＋）
女
5,223 人 （－）
世帯 5,402 人 （＋）
 写真甲子園で町内を撮影。テーマ「いとなみ」
に合わせ、仕事の様子などを撮影していました。
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