四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…
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主な内容

地震や台風、大雨などの「災害の備え」できていますか？
新北海道スタイルを実践しよう！
上富良野町農業委員が改選されました
町内会に加入しませんか？
太陽と火口のぬくもりを感じながらヨガ体験
～十勝岳ジオくらぶ～

地震や台風、大雨などの
「災害への備え」はできていますか？
近年国内では台風や集中豪雨などにより、浸水害や堤防の決壊などが発生し、甚大な被害を受けてい
る事例が増えています。
日頃からの備えを確認するとともに、気象情報を入手するため、テレビやラジオ、インターネットを
使った情報収集の方法について確認しておきましょう。
災害時には「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動を取りましょう。
問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

こちらも
確認してね！

「新型コロナウイルス感染症」避難時対応の

知っておくべき５つのポイント

●台風・大雨時に備えて
「上富良野町洪水ハザードマップ」

●日頃からの備えに
「非常持出品・備蓄品の一例」

①避難とは「難」を「避」けること。
安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はあ
りません在宅避難
②避難先は、小中学校、公民館だけではありません。
安全な親戚・知人宅に避難することも考えてみま
しょう縁故避難
③マスク・消毒液・体温計が不足しています。でき
るだけ自らが携行してください。常備薬、スリッ
パ、タオルなども持参しましょう
④町が指定している緊急避難場所・避難所が変更・
増設されている場合があります。災害時には、防
災行政無線・町ホームページなどで確認してくだ
さい避難所避難
⑤豪雨時の屋外の移動は、車も含め危険です。やむ
を得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲
の状況などを十分に確認してください車中避難
※新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、
災害時には、危険な場所にいる人は避難すること
が原則です

平成年月台風・・号上陸時の町内の被害の様子

広報かみふらの 2020.8

嘩

地震や台風、大雨などの
「災害の備え」はできていますか？

台風・豪雨時に備えてハザードマップと一緒に「避難行動判定フロー」を確認しましょう

避難行動判定フロー
●あなたがとるべき避難行動は？
※ ハザードマップは浸水や土砂災害が
発生するおそれのある高い区域を着色し
た地図です。着色されていないところで
も、災害が起こる可能性があります

ハザードマップ※で自分の家がどこに
あるか確認し、印をつけてみましょう。

いいえ

家がある場所に色が塗られていますか？

色が塗られていなくても、周りと比べ
て低い土地や崖のそばなどにお住まいの
方は、町からの避難情報を参考に必要に
応じて避難してください

はい
例外

災害の危険があるので、
原則※、自宅の外に避難が必要です

はい

ご自身、一緒に避難する方は
避難に時間がかかりますか？
はい

いいえ

安全な場所に住んでいて、身を寄せられ
る親戚や知人はいますか？
はい

警戒レベルか避難
準 備・ 高 齢 者 等 避 難
開 始 が 出 た ら、 安 全
な親戚や知人宅に避
難しましょう。日頃
から相談しておきま
しょう

貨 広報かみふらの 2020.8

※ 浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊、崩落してしま
うおそれの高い区域の外側である
②浸水する深さよりも高いところにいる
③浸水しても水がひくまで我慢できる、
水・食料などの備えが十分にある場合
は自宅に留まり安全確保をすることも
可能です

いいえ

警戒レベルか避難準
備・ 高 齢 者 等 避 難 開
始 が 出 た ら、 町 が 指
定している指定緊急
避 難 場 所・ 指 定 避 難
所に避難しましょう。

安全な場所に住んでいて、身を寄せられ
る親戚や知人はいますか？
はい

警戒レベルか避難勧
告・ 避 難 指 示  緊 急 
が 出 た ら、 安 全 な 親
戚や知人宅に避難し
ましょう。日頃から
相談しておきましょ
う

いいえ

警戒レベルか避難勧
告・ 避 難 指 示  緊 急 
が 出 た ら、 町 が 指 定
している指定緊急避
難 場 所・ 指 定 避 難 所
に避難しましょう。

「新北海道スタイル」を実践しよう！

新型コロナウイルス感染症に強い北海道めざして、
新北海道スタイル推進協議会員を募集しています。

刺入会方法

ウンロードできます。

http://www.town.kamifurano.hokkaido.

北海道新型コロナウイルス感染症対

新北海道スタイル推進協議会事務局

jp/index.php.?id=3104
刺申込み・問合せ

す。情報の共有を通じ、新たな工夫と
参加をお待ちしております。
刺取組内容
①「新北海道スタイル」の推進に資す

策本部 休業要請・休業確認班
〒０６０‐８５８８
札幌市中央区北３条西６丁目
拶０１１‐２０６‐０２８７ 直通
鯖０１１‐２３２‐１１０４

sogo.keiki1@pref.hokkaido.lg.jp



る先進的事例の収集や発信
②協議会の目的を達成するために必要
な取り組み







取り組みを創出するため、多くの方の

人、 行 政 機 関 な ど 誰 で も 入 会 で き ま

方などの参加を募集。企業や団体、個

取り組んでいる方、興味や関心がある

協議会では「新北海道スタイル」を

申込書に必要事項を記入し、メール

ていく取り組みです。

かＦＡＸで事務局まで送付ください。

方々が連携して、ライフスタイルやビジネススタイルを変え

北海道スタイル」を北海道全体で実践

社会経済活動を継続していくため、道民の皆さまと事業者の

し、定着を進めていくことを目的に今

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させながら、

申込書は町の行政ホームページからダ

新北海道スタイルとは

年６月に設立されました。

新北海道スタイル推進協議会は「新

「新北海道スタイル」
を実践しよう！

仔道民の皆さまへ「新しい生活様式」の実践をお願いします

仔事業者の皆さまへ「７つポイント」とコロナ通知システムの活用をお願いします

新北海道スタイルに
ご協力お願いします

迦

広報かみふらの 2020.8

上富良野町農業委員が改選されました

意見具申などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会で、市町村ご

選任され た 農 業 委 員

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買や貸借の許可、転用案件への

会長と職務代理者以降は議席順、敬称は省略させていただきます。
西線北号

ので、人の新委員と業務内容についてお知らせします。掲載については、

井村昭次

３年 令和２年７月 日～５年

長
会

農業委員会の業務について

◎委員の選任

農業者のほかに農業に関する識見を

有し、職務を遂行できると認められる

方を公募しています。効率的で安定し

た農業経営していることが認定された

農業者が過半数を占めることや利害関

係のない方を一人以上含めて構成する

ことが要件で、市町村長が議会の同意

を得て任命します。青年や女性の積極

的な登用も求められています。

◎事務の重点化

担 い 手 へ の 農 地 利 用 の 集 積・ 集 約

化、遊休農地の発生防止・解消、新規

参入の促進など「農地等の利用の最適

化の推進」による農地利用の効率化、

高度化の促進を行うことが農業委員会

の最も重要な事務として位置付けられ

ています。 また、市町村が取り組む

「人・農地プラン」の農地利用の意向

に対して必要な協力を行います。

◎改善意見の提出

委員会の事務を進めるうえで、必要

があると認められるときは関係行政機

関に意見を提出しなければならず、提

出を受けた行政機関は、意見を考慮し

施策を進めなければなりません。

ページで公開しています

※農業委員会の活動は町の行政ホーム

問合せ 農業委員会事務局

拶盈６９８４

過 広報かみふらの 2020.8

とに設置されています。月日の任期満了に伴い農業委員が改選されました

20

いむらてるじ

任期
７月 日

うちだ

とおる

きたむらけいいち

たにもとよしひこ

しまだまさし

おがわみつひろ

にしきはるひこ

内田

透

北村啓一

谷本嘉彦

島田政志

小川光洋

西木晴彦

東線北号

西線北号

東線北号

東線北号

東線北号
西線北号

上富良野町農業委員が
改選されました
19
 

佐藤良二

ぬまざわはるみ

あら ひとし

うえだしゅういち

つしま

とおる

まえだ

みつる

職務代理者
沼沢春美

荒 仁

上田修一

對馬

徹

前田

満

さとうりょうじ

西線北号

西線北号

東線北号

細野農場内

西線北号

西線北号

町内会に加入しませんか？

に加入しませんか？
加入しませんか
加入
しませんか？
？
町内会に
町内会は互いに支えあい、安全・安心で住みやすいまちを
つくるため大切な役割を担っており、コミュニティづくりの基盤となるものです。
町内会の皆さんとともに、町内会活動をしてみませんか。

町内会でこのような活動をしています

防災活動

ふれあい交流会
花見や新年会、子ども会行事、各種
スポーツ行事の開催

火山活動や地震に備え、個別支援計
画を作成しているほか、自主防災組
織による防災訓練

住みやすい環境づくり
ごみステーションの設置や管理、清
掃活動
仔こんなことやっています昨年度実績・抜粋
・防災フェスを実施大町住民会

防犯・交通安全活動
生活灯の設置と管理、子どもの登下
校時の交通安全活動

・パン作り講習会旭野住民会
・親睦パークゴルフ大会西富住民会
・冬を楽しもう会東中住民会
・住民会ラベンダー盆踊り大会東明住民
会、旭住民会、宮町住民会

身近な情報提供
広報かみふらのやごみ収集カレン
ダーを配布するほか、地域のイベン
トといった身近な情報を回覧で周知

町内会に加入するには？
加入を希望される方は、
地域の町内会長に直接お申

住民会の行事は、各町内会の回覧板などをご
確認ください。

地域の絆を守っています
近所付き合いが希薄になっているといわれる昨今ですが、災害時や緊急時

し込みください。町内会長

の対応では「ご近所さん」による助け合いが大きな力となっている事例や、

が分からない場合は、下記

地域の「目」があることで、空き巣などの犯罪抑止にも

へお問合せください。

つながっているとの報告もあります。町内では、全ての

＜問合せ＞
町民生活課自治推進班
拶盈 6985

住民会で自主防災組織が結成されおり、地域の絆が皆さ
んの安全・安心な暮らしを守ってくれています。

広報かみふらの 2020.8

霞

旭川地方気象台と十勝岳火山防災協
議会による十勝岳調査観測同行登山が

今回はヨガインストラクターの森公

ています。

子さんを講師に迎え、ヌッカクシ火口

安政火口 でヨガ体験を実施。参加者

火口のぬくもりを受け
ながらヨガ体験

昨年７月に結成された「十勝岳ジオ

は凌雲閣を出発し、登山道脇を彩る高

ンター長大串憲祐氏、石田昭彦副町長

初めて屋外で開催。屋台風のテントに

ロナウイルス感染症防止対策のため、

と顔をほころばせました。かき氷や綿

なに楽しいものだとは思わなかった」

火口でのヨガ体験は

「火口のぬくもりを感じ

ながら、楽しくヨガ体験

ができた」と参加者は満

足した様子でした。

ヨガ体験後は、火口の

蒸気で作ったゆで卵など

が振舞われ、疲れた体を

癒していました。

このほかのできごとは、上富良野町行政ホームページでも掲載中！ http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/

行われ、地元自治体や消防、警察、自

くらぶ 」
。十勝岳ジオパーク構想の活

山植物を観賞しながら、目的地をめざ

遊んで食べて、ラベン
ダーハイツで夏祭り

など関係者８人がホップの苗の植え付

は射的、魚釣り、スマートボールの体
え付けされ、２年後に約
の
 収穫を
めざします。石田副町長は「ビールの



ゆで卵をパクリ！ 格別においしい



衛隊などから 人が参加しました。
一行は望岳台を出発後、立ち入り禁

動支援を目的にさまざまな活動を行っ

状態が見られるため、今後も注視が必
要」と話していました。
年前に町で誕生し、現在は世界的
人気のホップ『ソラチエース』
。その

特別養護老人ホームラベンダーハイ

育種に携わり、国産ソラチエースの増
産をめざすサッポロビール株式会社が

ツで「夏祭り」が行われ、利用者 人

けを行いました。栽培初年度の今年は

験コーナーが並びました。

夏祭りは恒例行事で、今年は新型コ

が模擬縁日を楽しみました。

ソラチエースＰＲ会を開催しました。
イベントでは、サッポロビール株式

契約栽培農家の佐藤農園で約 株が植

町として文化を広げ、このホップを使

あめコーナーもあり、
遊んで、
食べて、

射的に挑戦した女性は「射的がこん

用したビールで、町のファンを増やし

しました。

止区以内のグラウンド火口を経由し、
振子沢噴気孔群と ‐３火口の噴煙の

光現象は、 ‐２火口付近の硫黄が燃

官は「６月７日以降確認されている発

旭川地方気象台の横山慶久火山防災

着訓練も行いました。

て、救護活動におけるガスマスクの装

状況を確認。今回、初めての試みとし

62

焼したものと考えられる。噴煙も高い

62

会社原料開発研究所北海道原料研究セ

55

火口の活動状況を確認
調査観測同行登山

町で誕生したホップ
ソラチエースのＰＲ会

疲れた体をゆっくりと伸ばします

33

7/18
7/22

楽しい夏のひとときとなりました。

出店で魚釣り風のお菓子釣りに挑戦する利用者

36

たい」と期待を述べました。
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蚊

800

450
kg

十勝岳の火山活動を解説する横山火山防災官
ソラチエースの苗を植える石田副町長（中央）

6/30
7/6

上富良野町「くらしの便利帳」

らのＰＲ大使として、かみふら

③メインメニューの「投票はこ

②ＩＤ登録をする 初回のみ

ちら」のボタンを押す

昨年は全体 体中 位、道内で

道の地図から選ぶか、
「 ゆる

④「ゆるキャラリスト」の北海

広告の掲載を希望する場合、

は２位と着実に順位も上がって

⑤「ＩＤで投票する」を押し、

キャラ名から選ぶ」で「らべ

広告の種類や価格については、

います。らべとんは「今年は北

発行されたＩＤでログインし

とん」を検索

直接左記までお問合せください。

海道で１位になりたい！ みん

て投票

拶盈３１５０

俄

広報かみふらの 2020.8

我らが「らべとん」が今年もエントリー

ゆるキャラグランプリ２０２０
投票方法

広告の掲載を募るため、株式

のの魅力を全力で発信している

①パソコン、スマートフォンな

会社サイネックスの担当者が町

我らが「らべとん」が今年もエ

決める「ゆるキャラグランプリ

ネックスと協働で作成します。
内の事業所や商店などを訪問し

ントリーしています。

「 く ら し の 便 利 帳 」に 掲 載 す

作成したくらしの便利帳は、
ますので、あらかじめご了承く

どを１冊にまとめた情報誌「く

町内の全世帯と転入者に配布す
ださい。

令和３年２月
問合せ 株式会社サイネックス

なで投票してね」と気合十分。

月 日 金

※投票は１日１回まで
投票期限

時

札幌支店

地道なＰＲ活動が実を結び、

るほか、電子書籍化により、パ

発行時期 予定
配布時期 予定



18

72



25



http://www.yurugp.jp/
問合せ

ホームページ

９

かみふらの十勝岳観光協会

応援よろしくね♪

427

司年金相談所
週間前までの事前予約が必要です。
日時 月日木 ～時
場所 富良野市役所
申込み・問合せ 旭川年金事務所お客様相
談室 拶‐‐

皆さん応援お願いします。

国民年金保険料は、免除の承認を受けた期
間があると、全額納付したときと比べ、将来
受け取る年金額が少なくなります。
納付猶予となった期間は、承認を受けた
後、年以内に保険料を「追納」する必要が
あり、それにより満額の受給額に近づけるこ
とができます。
免除などの承認を受けた期間の翌年度から
起算して、年度目以降に保険料を追納する
場合は、加算額が上乗せされるので、早めの
追納がおすすめです。
問合せ 旭川年金事務所 拶‐‐
町民生活課総合窓口班 拶盈

令和３年３月以降

ピックアップ
ョン
インフォメーシ

拶０１１‐７３７‐７１６７

今月の年金のお話

 

問合せ 町民生活課自治推進班
拶盈６９８５

国民年金保険料の追納制度

 

閲覧が可能です。

ソコンやスマートフォンからも

どから公式サイトにアクセス

ご当地キャラクター日本一を

してね

２０２０」が開催中！ かみふ

司広告を募集します

応援

る広告を募集しています。

町では、行政の各種手続きな

します

らしの便利帳」を株式会社サイ

くらしの便利帳イメージ

作成

献血のお知らせ

読書感想文・感想画を募集します

月日月に献血車が来町しますので、献血にご
協力ください。
時間・場所
・～時分
ツルハドラッグ旭町店駐車場
・～時 役場正面玄関前
・時分～時分
JAふらの北エリア上富良野事務所
問合せ 保健福祉課健康推進班 拶盈

第回読書感想文・感想画コンクールの作品を募集し
ます。
応募はいずれも人点です。
対象 町内の小中学生、高校生町内
の学校に通学も含む
募集期間
月日火～月日金
申込み・問合せ
図書館ふれんど 拶盈

お知らせ

information
保健
人事

上富良野町職員

墓地の使用者

エキノコックス症検診

町の文化やスポーツ、科学技

が亡くなった際

酸新規採用 ８月１日付

術の振興に貢献し、優秀な成績

は、使用者の名
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25

おわび



生活

墓地使用者の名義変更を
お願いします

広報かみふらの７月 日号
５ページ中段「発明くふう作
品展」の前年度北海道小学校
長会会長賞の入賞者名に誤り
がありました。
正しくは、
石灘優大さん 上西小
です。おわびして訂正いたし
ます。
町民生活課自治推進班
拶盈６９８５


推薦期限 ８月 日 月

問合せ 総務課総務班

拶盈６４００

司教育委員会表彰



小学３年生以上で５年以上検

を収めた方や団体がいました

義変更 承継 が必要です。心当

してください。

 





中島憲司 町民生活課主任

酸異動 ８月１日付

たりのある方は、必ず手続きを

室長

推薦期限 ８月 日 月

31





診を受けていない方を対象に、

無料で実施します。

ら、住民会長や関係団体などを

菊地敏 建設水道課土木建設

問合せ 町民生活課生活環境班

拶盈６９８５

通じてご推薦ください。

11



問合せ 教育振興課社会教育班

班主幹

拶盈５５１１

・総務課基地調整・危機管理室

日のみ

拶盈６４００

・建設水道課土木建設班主幹

 

第号

① ～ 時 分

10
30


18

10

斎藤通 建設水道課土木建設

班主査

問合せ 総務課総務班

表彰

候補者をご推薦ください

 

日時 ９月 日 木 、 日 金

② ～ 時

③ 時 分～ 時

場所 町立病院

申込み・問合せ

30 16 11



「スモールステップのすすめ」
上富良野中学校長 中川季賢
今年度はコロナ禍の影響で、日本国内で「ステイホーム」が叫
ばれ、～月にかけて家族や親子で過ごす時間がかなり増えたこと
だと思います。知恵と工夫と根気で乗り切りましたとの話をよく伺
いましたが、皆さまのご家庭はいかがだったでしょうか。
ある教育アドバイザーによると、
しつけには
「共有型しつけ」
と
「強
制型しつけ」の種類があり、前者は子どもと経験を共有しようと
するタイプ。子ども自身に考えさせ、自己決定する場面を意識的に
取り入れる。後者は子どもがすべきことをするまで指示しないと気
が済まないタイプ。子どもにかける言葉では、前者は子どもの状態
に合わせて変える。後者は禁止や命令、強制的な言葉掛けになりが
ちとのことです。実際には学校や家庭では、両方を取り入れている
のではないでしょうか。どちらも場面によって使い分けが大切だと
思いますが、叱られながら渋々行動するより、自ら進んで行動する
方が多くのことを身に付けられるのは、大人も同じではないでしょ
うか。
昨今、学校では「スモールステップの原理」を大切にすること
が多くなりました。階段ステップのように、段段上がっていく
ことを大切にする教育方法です。子どもの様子は一人ひとり異なり
ます。兄弟姉妹であっても異なります。その子に合った目標を設定
し、クリアしていくことで「自信と達成感を得させて次の目標へ」
そんな教育原理です。この実践に当たっては、ある講話を思い出し
ます。まだ、スモールステップのような言葉が出てくる以前の話で
すが、その講師は「人を変えるつの原則」について語ってくれま
した。①まず褒める ②遠回しに注意を与える ③自分の過ちを話
す ④命令をしない ⑤顔をつぶさない ⑥わずかなことでも褒
める ⑦期待をかける ⑧激励する ⑨喜んで協力する。
以上のつの原則は「スモールステップ」や「共有型しつけ」を
行うヒントになるような気がします。とはいえ、学校教育も家庭教
育も文字で表されるほど簡単ではありません。試行錯誤の連続で
す。でも子どもは地域の宝、未来の宝です。地域・家庭・学校がと
もに協力して、宝を大切にしたいものです。

峨 広報かみふらの 2020.8

保健福祉課健康推進班

拶盈６９８７

司エキノコックス症って

どんな病気？

エキノコックスという寄生虫

の卵に汚染された山菜や沢水な

地域のために貢献されている

どを直接口にすることなどで感

方や団体、他の模範となる方が

司善行表彰

る病気です。感染してから数年

染し、人の肝臓に寄生して起こ

は無症状の状態が続きますが、

いましたら、住民会長を通じて

ご推薦ください。

これまでの表彰例

・交通事故防止に永年尽力され

進行すると腹痛や肝機能障害な

どの症状が出ます。

・早期発見と早期治療が大切

放っておくとだんだん悪化し

・人命救助を行った、協力した

た方

・恵まれない子どもたちへの援

て、命に関わることもあります

ので、早期発見が大切。５年に

助に尽力

・地域の環境整備に尽力

一度は血清検査を受けて、感染

していないことを確かめましょ

う。

家庭教育シリーズ

17 13 11

うちの
田さくら ちゃん 七海 ちゃん

・発火、破損のおそれがあるため、

ナキウサギ

十勝岳連峰に生

息する小動物で、

山の天使「ナキウ

サギ」を紹介

体長約 ㎝、体重約 で非常

!!

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

火災から命を守ろう！
司エアコンの内部洗浄にご注意
端子部分に洗浄液が付着したため、

頼する。購入先の

しょう。ペットボトルやカップ麺の

消毒用アルコールなどの可燃性の

新型コロナウイルス感染症拡大防

ださいね♪

の上やその周辺を観察してみてく

姿を見られるチャンス！ ぜひ岩

風で暖かな日は、その愛くるしい

ナキウサギは日光浴を好み、無

を聞くことができます。

「ピィッ、ピィッ」という鳴き声

６月ごろには「キチッ、キチッ」

の 森 林 地 帯。 繁 殖 期 で あ る ５ ～

も逃げやすい岩場かエゾマツなど

通気性がよく、天敵に見つかって

生息しています。住みかは夏でも

から夕張山地、北見山地を中心に

中央部の大雪山系連峰、日高山脈

ゾナキウサギ」と呼ばれ、北海道

も、北海道に生息するものは「エ

ていますが、ウサギの仲間。中で

に小さく耳も短いためネズミに似

130

司身近に潜む家屋火災の危険を確認
生活で注意すべきポイントを紹介。

異常発熱が生じ、出火した事故が発

エアコンを洗浄した際、内部配線

自宅や自分の行動を再確認し、火災

生しました。

家屋火災につながりやすい、日常

を防ぎましょう。

∧エアコン内部洗浄の注意事項∨

さい。タコ足配線で

販売店、メーカー

を持った業者に依

・エアコン洗浄について正しい知識

◎家電製品は正しく使用する
家電製品の消費電

消費電力オーバーに

のサービス窓口な

力量を確認してくだ

ならないように気を付けましょう。

・自分で洗浄を行う際は、電気部品

どに相談する

寝たばこは絶対にやめましょう。

に洗浄液がかからないように注意

◎たばこの不始末に注意する
灰皿には水を張って完全に消火する

容器などを灰皿代わりに使用するの

溶液、次亜塩素酸ナトリウムなど

する

はやめましょう。

腐食性のある溶液で掃除しない

ようにし、吸い殻はこまめに捨てま

◎揚げ物の最中は火から離れない
揚げ物の際は絶対に目を離さない

止のため、９月１日に開催予定の上

司消防総合演習中止のお知らせ
した際は、水はかけずにコンロの火

でください。もし天ぷら油から出火
を消し、
消火器で消火してください。

富良野・中富良野消防総合演習は、

拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署

中止となりました。

◎放火されない環境にする
家の周りには燃えやすいものを置
かないようにしましょう。センサー
ライトや照明器具の使用も、放火犯
撃退に効果的です。

その26
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我
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問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

知っているようで知らない、 かみふの 「うんちく」 をお伝えします！

かみふらの ミ ニ 百科

汐信行さん・有佳さんの子汐
ななみ
きだ

歳カ月

歳カ月
歳カ月

姉のさくらは、祖父母が営
むメロン農家の手伝いや犬の
散歩など、お手伝いを積極的
にしてくれる世話好き。妹の
七海は物怖じせず、好奇心旺
盛な子です。人とも歌が大
好き♪ 仲良くのびのび育っ
てね！ 有佳さん
歌と踊りが大好きで、テレ
ビ番組の曲や自作の歌など、
歌いながら自己流の振り付け
で踊っています。性格はマイ
ペースで、私も美織のペース
に巻き込まれちゃうことも…
よく遊び、よく笑い元気に
育ってね♪ 美紀さん
汐一章さん・美紀さんの子汐

ちゃん

柿原 美織

元気印
お
み
かきはら

就学前のお子さんを募集しています !!
町民生活課自治推進班拶盈

十勝岳で撮影されたナキウサギ

十勝岳ジオパーク推進協議会では、

司第１回フォトコンテストを開催！
人の往来が少な

写真共有ＳＮＳ「インスタグラム」

▼応募方法
の十勝岳ジオパーク構想

どの詳細は、公式ホームページ内の特

ぜひご覧ください。

ています。日の出公園を訪れた際は、

geo公式アカウントをフォローし、
「＃十勝岳ジオフォトコン」
司「ジオサイト」解説板のご紹介

真での応募も大歓迎。地元ならではの

を選考していただきます。昔撮った写

「風景部門」「動植物部門」「農業部門」

フォトグラファー中西敏貴氏を迎え

開催します。審査員長に美瑛町在住の

第２期 令和３年２月 日 日 まで

第１期 令和２年９月 日 水 まで

▼受付期間

を贈呈します。

者には、上富良野町・美瑛町の特産品

賞、農業部門賞を一人ずつ選考。入選

最優秀賞、風景部門賞、動植物部門

板を日の出公園展望台 東側 に設置し

十勝岳連峰の歴史などを記載した解説


日の出公園展望台東側に設置されてい
る解説板

聞社 編 、北海道新聞社発行

北海道新聞野生生物基金、北海道新

いま何が起きているのか」

「となりの野生 ヒグマ

「今月の一冊」

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

・十勝岳温泉登山道入り口～十勝岳

・白銀荘～十勝岳

・開拓記念館～大正泥流の埋もれ木

発遭難記念碑

・十勝岳爆発記念駐車公園～十勝岳爆

のなりたち

・日の出公園展望台東側～十勝岳連峰

◎設置場所

います。

園展望台 西側 」にも設置を予定して

今年度は「旧白銀荘」と「日の出公

設ページをご確認ください。

風景」「動植物」
「♯十勝岳ジオパーク」

サイトの保全を目的に、ジオサイト解

視点で撮影した写真をぜひご応募くだ

「十勝岳連峰のなりたち」と題し、

説板の設置を進めています。

さい。入選作品は当協議会の広報物な

▼撮影のルール・マナーについて





∧特設ページＵＲＬ∨

https://tokachidake-geopark.jp/

「農業などの人

「 #tokachidakegeopark
」
のいずれかを付けて、投稿してくださ

pc2020/

の営み」など、
い。

tokachidake_

上富良野町・美
▼表彰

い昨今「美しい

瑛町の魅力を発

ジオパーク活動の普及や啓発、ジオ

信していくため、フォトコンテストを

どに活用させていただきます。

農地や私有地などに許可なく侵入す
ることや、立ち入
り禁止区域では、
絶対に撮影しない
フォトコンテス

でください。
トの応募ルールな

住宅地付近に出没するヒグマとの距

離の置き方、ヒグマを誘引しないため

の知識、ヒグマの生態に関する最新研

究成果などを紹介しています。

牙 広報かみふらの 2020.8
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今月の広域情報花人街道２３７はお休みさせていただきます。

フォトグラファー
中西 敏貴氏

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

☆月の上富良野の星空は…

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

こぎつね座
うしかい座

わし座
たて座 へびつかい座

町立病院へ

◎須網将文さん
フェイスタオル枚

やぎ座
いて座
南南東

５万円
５万円

ラベンダーハイツへ

土星 木星
止 止

南東

１万円
山台台

◎宮内美奈子さん
◎柿原飛翔さん

いるか座

東南東

町へ
◎鈴木学さん
◎株トミヤマ

ヘラクレス座

みずがめ座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

さそり座

南

南南西

てんびん座
南西

西南西

月日金時の上富良野の星空です。南には銀河系宇宙の中心方向

社会福祉協議会へ
◎上富良野町商工会女性部
◎廣川惠子さん

消毒液本
３万円

にあたる「たて座」
「いて座」が見えています。今年はいて座に木星と土
星が位置しており、
とてもにぎやかです。月日火に等の木星が、
月日火に等の土星が「衝」を迎えて見頃になっています。どちら
も地球からは遠い惑星のため、明るさや見かけの大きさはあまり変わりま
せん。美しい環がある土星は、地球との位置関係によって環の開きが変わ
ります。今年は大きく開いた環が見えますが、年後は真横から見ること
になり、薄い環であるために「環のない土星」が見られます。木星は双眼
鏡を使うと、
左右に～等星の衛星を従えているのを見ることができます。
真南には北東左上方向に銀河天の川が伸びていますが、双眼鏡や写
真で見ると、濃いところと薄いところがあることに気がつきます。これは
星が少ない訳ではなく、水素を主成分とする星間ガスや宇宙塵うちゅう
じんが高密度で集まっているため、背景の暗い星々を遮ってしまうこと
によるものです。これは「暗黒星雲」と呼ばれますが、最近よく耳にする

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、野外で天体望遠鏡の使
い方などを解説します。
中止の場合は時以降に連絡します。
日時 月日火 ～
場所 上富良野町千望峠駐車公園
定員 人中学生以下は保護者同伴
参加料 無料
申込期限 月日金
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

「ダークマター暗黒物質」とは違うものです。最近のデジタルカメラは
随分と進化して、星空も比較的簡単に撮影できるようになりましたので、
月明かりが少ないときに天の川を撮影してみてはいかがでしょうか。
先月は、今年月に発見されたネオワイズすい星が肉眼でも見えるほど
明るくなったことで話題になりました。すい星の予報は難しく、個以上
の観測で軌道は計算されても、どこまで明るくなるかということについて
は、予想が外れることが多いです。ISON アイソンすい星が期待されな
がら、太陽に近づいて崩壊してしまったということもありましたね。国立
天文台のホームページなどで、ときどき情報をチェックすることが必要で
月日金撮影のネオワイズすい星

すね。

発行日
発 行
編 集
印 刷

令和年月日
上富良野町
町民生活課自治推進班
株式会社総北海

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

令和年月日現在

人口 10,526 人 （＋ ）
男
5,396 人 （＋ ）
女
5,130 人 （－ ）
世帯 5,355 世帯 （＋ ）
 十勝岳線特別便早朝便の運行がスタートし
ました。登山・温泉の利用に便利ですよ！

広報かみふらの 2020.8

画

