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ドラマ・アニメに出てきた撮影地・主
人公のゆかりの地・物語の舞台などを
訪れることで、あたかも自分が主人公
になった気分になれます。ここ富良野
エリアはドラマ「北の国から」の舞台
として全国的に有名になり、ドラマに
感銘を受けた多くの人が実際に富良野
の地を訪れてきました。このエリアは
正に日本のロケツーリズムの先駆けな
のです。

今ロケツーリズムに
取り組む自治体が増えている！
ロケ地を訪問する旅は、ロケ地だけ
を訪れて終わるものではありません。
その町にある観光地を巡り、その土地
のグルメなどとセットで楽しむものな
の で、 地 域 お こ し の 一 つ の 方 法 と し
て、ロケツーリズムに積極的に取り組
む自治体が増えてきています。

これまでの町の取り組み
ロケ誘致・支援を専門に行う組織が
なかったため、映像制作者から連絡を
受け、個別に対応を行ってきました。
これからは「ロケサポートかみふら
の」がワンストップ窓口となり、ロケ
ツーリズムを支援し、積極的にロケと
しての観光客誘致に取り組みます。

『泥流地帯』の映画化に向けて
昨年の広報 月号でお伝えしたとお
り、三浦綾子さんの小説『泥流地帯』
の映画化プロジェクトが始動していま
す。泥流地帯はわがまち上富良野が舞
台の中心で、大規模なロケが町内で行
われることになります。
「 ロケサポー
トかみふらの」では、町民の皆さまの
理解と協力のもと、全面的に泥流地帯
ロケ支援に取り組む予定です。

嘩

広報かみふらの 2021.3

ロケサポートかみふらのが
手掛ける「ロケツーリズム」とは…
「鬼滅の刃」や「君の名は」で注目
を浴びたこのロケツーリズム アニメ
の場合は「聖地巡礼」 とは、映画・
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月日
始動

ロケサポート
かみふらの

TV 番組や映画ロケを町に誘致・支援し、多くの観光客に来てもら
う取り組みを推進するための「ロケサポートかみふらの」を開設し
ました。
問合せ 企画商工観光課内ロケサポートかみふらの事務局 拶盈

”魅力ある上富良野を全国に発信するため
一緒に頑張っていきましょう！”

ロケサポートかみふらの

・セット設営作業に参加したい

・昔の農機具などを貸し出してもよい

ロケ地として支援を行う場合には、

・炊き出しスタッフとして参加したい

【食事・グルメに関すること】

③ロケ支援のお手伝い

エキストラ・交通誘導員・力仕事・裁

・ロケツーリズムのグルメ開発に興味

ボランティアサポーター
を大募集！

縫仕事・建物や土地の貸出・ロケ隊へ

がある 飲食店向け

とされます。そこで「ロケサポートか

情報発信など、さまざまな役割が必要

る風景を撮影し、アップすることに

・インスタグラムなど、町内の絵にな

④情報発信に関するお手伝い

の炊き出し・グルメ開発・ＳＮＳでの

みふらの」では、これらのお仕事を手

・「ロケサポートかみふらの」が管理

するＳＮＳ情報配信に興味がある

というものがあれば、ぜひ会員登録を

る！」
「こんなサポートをしたい！」

のうえ、
「 このサポートだったらでき

します。次のサポーターの役割をご覧

があった場合にのみ、事務局から連絡

さい。

想されるので、あらかじめご了承くだ

で連絡することは、非常に少ないと予

は「エキストラ業務」
「ロケ支援業務」

可能性が高いものの、その他の作品で

せん。泥流地帯では参加をお願いする

しての参加が原則で謝礼などはありま

お手伝いの内容は、ボランティアと

※注意事項

お願いします。

してもよい

・自宅・所有する建物、施設を貸し出

・力仕事に参加したい

・交通誘導員として参加したい

【撮影に関すること】

②ロケ支援のお手伝い

加したい

エキストラの依頼があった場合に参

①エキストラの登録

か」を登録してもらい、該当する役割

「自分がどのようなサポートをしたい

こ の ボ ラ ン テ ィ ア サ ポ ー タ ー は、

ターを広く募集します。

興味がある



伝っていただけるボランティアサポー



①登録フォームを入手 Web からダ
ウンロード、企画商工観光課で配
布
②登録フォームに必要事項を記入
③「郵送」
「持参」にて提出
郵送・持参先
〒
空知郡上富良野町大町丁目番号
上富良野町役場企画商工観光課内
ロケサポートかみふらの事務局
https://ls-kamifurano.org/

8:57:41

2021/03/04

3

3月10日号(入稿用).indd

・所有する田畑、牧場、森林などで撮
影してもよい
・裁縫作業に参加したい

サポーター登録の仕方

映画「糸」日の出公園で行われた花火大会の
シーン。町内外から約人のエキストラが集
まって撮影が行われました
ロケサポートかみふらの事務局の井上です。
年半前に東京から移住して改めて思うことは、上富良
野町は「山あり、丘あり、田畑あり」と自然が豊かで、
映像制作者にとって非常に魅力的な町だということです。
この年半の間も、たくさんの映画・テレビ・ミュージッ
クビデオがこの上富良野町で撮られ、日本全国に発信さ
れてきました。
これからは、
さらに多くの映像制作者に来ていただき、
より多くの作品が世に出る
よう、ロケの誘致からサ
ポートまで取り組んでいき
ます。
興味がある町民の皆さ
ん、ぜひサポーター登録を
お願いします。一緒に頑
張っていきましょう！

井上 馨 さん

貨 広報かみふらの 2021.3

認定に向け進めています
十勝岳ジオパーク構想

見て学ぶ・楽しむ

ジオサイト
十勝岳ジオパーク構想のエリア内には、

ジオサイトとは？
地球が生きているこ
とや、雄大な景観がで
きるまでの地球の歴史
を実感できる場所を「ジ
オサイト」に指定。観
光だけでなく、教育や
保全の中心になります。

のジオサイト地質・地形サイトとの
見どころ生態、文化、ビュースポット、
施設があります。
ジオサイトなどの解説は、ホームページ
に掲載しているほか、白ひげの滝などには
解説板が設置されており、より詳しい解説
と大迫力のジオサイトを見ることができま

地球が生きている様子を実感できる「ヌッ
カクシ火口安政火口」

す。ジオサイト巡りをしませんか？

認定に向け進めています

十勝岳ジオパーク構想
十勝岳ジオパーク構想は、令和年度の日本ジオパーク認定に向け
て取り組みを進めています。
十勝岳ジオパーク構想通信やホームページ、フェイスブックなどで
取り組み状況などをお知らせしていますが、改めてジオサイトや地域
で取り組む教育活動などの紹介をします。
問合せ 十勝岳ジオパーク推進協議会 拶‐‐
・メール info@tokachidake-geopark.jp
・ホームページ https://tokachidake-geopark.jp/

溶岩のすきまから流れ出る「白ひげ
の滝美瑛川」
雄大な景観
写真も映えるね！

防災教育や郷土を学ぶ

地域教育・学校教育との連携
ジオパーク活動の基本の一つである「教育活動」では、
各小中高から依頼を受けて、
中村専門員が「火山」
「地理」
「防災」などを授業の中で児童生徒に伝えています。上富
良野・美瑛エリア内の％の児童・生徒に十勝岳ジオパー
クについて知る機会が設けられています。
また、出前講座を通して町民の皆さまに、ジオパークの
活動や地域の成り立ちを伝えています。

どうして噴火するの？
皆さんの疑問に答えます
十勝岳って
こんなふうに
できたんだ！

上富良野高校授業
の地理巡検

広報かみふらの 2021.3
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認定に向け進めています
十勝岳ジオパーク構想

ジオの楽しさを伝える

ジオガイド・サポーターの養成
この地域上富良野・美瑛の素晴らしさを伝える「ジオガ
イド」や「ジオサポーター」の養成講座を毎年開催し、多く
の方の参加をいただいています。
令和元年度に人、
今年度は人がガイドに認定されました。
これから本格的にガイドツアーを実施する予定です。ぜひ
ご参加ください。

泥流地帯はここから始まった…
望岳台から噴火口を見上げる

ガイドツアーなどで
ジオを楽しもう！

小松原原生林美瑛町で森の自然を体感

広がる活動の輪

ヌッカクシ火口で
行われたヨガ体験

ジオくらぶ
十勝岳ジオパーク構想の活動を支援する
盛り上げることを目的に上富良野町、美
瑛町の町民が中心になり設立。現在会員は
人で、第３土曜日を活動日として、街歩
きやヌッカクシ火口巡検など、十勝岳ジオ
パーク構想のエリアを楽しんでいます。
会員は常に募集していますので、気にな

美瑛神社で地域の歴
史に思いをはせる

る方は協議会事務局までお電話、メールな
どお待ちしております。

ぜひお買い求めを、便利な

ジオグッズ
十勝岳ジオパーク構想の PR グッズ
Ｔシャツ、タオル、トートバックを町
内の店舗にて、絶賛発売中。町内事業
者と幾度も協議を重ねて完成した PR
グッズです！

今治タオルを使用したオリジナル
タオル。オリジナル缶バッチ入り

グッズの収益は、ジオパークに関す
る調査研究や教育活動、保全活動に役
立てていきます。

普段使いから山登りまで使える、
大好評のジオ T シャツ

過 広報かみふらの 2021.3
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第回
かみふらの雪まつり
～今年はおうちで雪まつり～

No.  おおさまのいす

No.  うさぎちゃん

No.  サンタクロース

No.  オラフと私

No.  もののけゆきだるま

No.  わたしたちのオラフ

No.  オラフと小さい雪だるま

かみふらの雪まつり雪像コンテストに、流行や
時世を表す個性豊かな作品のエントリーがあり
ました。
受賞された方には賞品を発送し、結果は月中に
町ホームページなどで発表予定です。
問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

拶盈

No.  コロナ終息祈願

No.  見守りドラえもん

No.  家族

No.  コロナ疫病退散

No.  王さまのおしろ

No.  スーパーカー

No.  ピカチュウ

No.  十勝岳さんいつもありがとう！

No.  竈門炭治郎

No.  トトロ

No.  雪灯りの家

No. 

コロナに負けない

No.  雪像になっちゃったリラックマ

広報かみふらの 2021.3
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No. 

アンパンマン

No.  はやくみんなと Beer のみたい！

No.  チコちゃん？

No. 

鬼滅の刃

伊之助

No.  かみふらの行き ネコバスに乗って

No. 

welcome to 北海道

No.  こんこのそれいけアンパンマン

No. 

コロナ太り雪だるま

No. 

無限列車

団体の部

No. 

PUIPUI モルカー シロモちゃん

No. 

No.  らべとんスキーに挑戦

ドナルド・ダック

No. 

雪だるまミッキー

No.  いつでもスマイルしようぜ !!

No. 

No. 

ぎゅう～っとハグして璽

上中の校門らべとん

No. 

らべとん

蚊 広報かみふらの 2021.3
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新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ
町では、国の指示のもと速やかにワクチン接種を進められるよう、次のとおり準備を進め
ております。
ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、重症者や死亡者の発生をで
きる限り減らし、感染症のまん延防止を図ることを目的に実施します。
このお知らせは、月日現在の情報に基づき作成しています。今後の状況により変更とな
る可能性があります。
問合せ 保健福祉課健康推進班 拶盈

ワクチン接種の優先順位と接種時期
ワクチンは一度に届かず、量も限られています。重症化リスクの高い方に接種することで、重症者や死亡者を減ら
すことが期待できます。
当面の間は、国が示す次の優先順位により、ワクチン接種を予定しています。

接種の優先順位
①高齢者

歳以上の方

月上旬

月下旬

接種案内送付

年齢基準日

令和年月日

月

月

高齢者への接種開始

②高齢者以外で基礎疾患をお持ちの方
③高齢者施設などの従事者

接種案内発送準備

接種未定

④～歳の方
⑤歳以上の上記以外の方
※歳は接種日に歳になっていること

ワクチンの供給量などを踏まえ、順次接種

接種案内・接種が受けられる場所
接種時期に応じて、対象者にワクチンの接種券を用意します。具体的な接種時期・場所が決まり次第、個別で接種
案内を送付します。
接種場所については、
町内の医療機関と調整中ですが「集団接種」と「個別接種」の通りの接種体制で進めています。
集団接種の会場は保健福祉総合センターかみんを予定しています。詳しくはお手元に届く接種案内をご確認ください。
※原則、住民票所在地での接種になります。やむを得ず、住所地外で接種される場合は、事前に届け出が必要です

接種費用は
供給予定のワクチンは回接種が必要で、いずれも無料で接種できます。回目の接種は、回目に接種したワクチン
と同じ種類のワクチンを接種します。

副反応について
現在、新型コロナウイルスワクチンの副反応については、どのようなものが起るか確認しているところです。
どんなワクチンでも、接種部位の腫れや痛み、発熱、頭痛などの副反応が起こる可能性をなくすことはできません。
そのための救済制度も設けられています。
また、ワクチンの接種は強制ではありません。ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方につ
いて理解したうえで接種してください。受ける方の同意がないまま、ワクチン接種が行われることはありません。
現在までの副反応や救済制度については、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp

広報かみふらの 2021.3
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予防接種の予約方法

物は取り壊すことになる。今後、複
合施設がいいのか、施設を分散する
形になるが、どのようにしていくか

のかを決める。一時的には分散する

に電話予約をしている。仕事をして
は検討していく

していただきたい
子育てネット 他の町ではアプリでの
予約ができた
町長 アプリでなくてもメールでの予
約など、予約方法については検討し
たい

子育てネット 住んでいる地域で保護
者と子どもの負担感に差がでている
のでは。少年団の送迎は必ず保護者
がするが、対応できない家庭が少年

さまざまなテーマで語り合う「町

町内のグループなどが、町長と

センターもあることで、すぐに支援

出会いの場となっている。発達支援

とで他のお母さんと関われる最初の

赤ちゃんが生まれて、ここに来るこ

てに関することが集約されており、

子育てネット 子どもセンターは子育

いただきたい

しているケースがあることを知って

ミサポを利用し、お金をかけて送迎

いケースもあるかと思う。活動時間

お子さんがやる気があるのにできな

塾も同様に、送迎できない家庭の

団活動を断念することがある。ファ

長と語ろう 」
。２月８日 月 に子

につなげてもらえる。複合施設であ

マに町長と語り合いました。広報

て支援、発達支援、ファミリーサポ

子育てネット 子どもセンターに子育

ニケーションの場として組織され

ろも、上富良野の子育てが誇れると
子育てに力を入れていること

ころだと思う
町長

は、可視化が難しいが自慢できると
ころと自負している。町立病院は子

どこの少年団も交通事故や犯

対し、助成があると助かる
町長

罪に巻き込まれないよう、保護者に
送迎をお願いしている。住んでいる
地域に関係なく、保護者に負担がか
かっていると理解している。

いことを理解いただきたい

士のネットワークに頼らざるを得な

ら、町での対応が難しい。保護者同

や活動場所がバラバラであることか

どもセンターで開催され、かみふ

ることがありがたい

では一部を抜粋してお知らせしま

―トセンター 以下「ファミサポ」
が入っていることに満足している。

す。
子育てネットくるくるは、平成

子育てサークルが充実しているとこ



活動が始まりました。近年はミニ
運動会やハロウィンを企画・運営
するなど、親子の交流の場を設け
ています。

おおむね人以上の団体・グルー
プなどが、町長とあらかじめ設定し
たテーマで語り合う場です。
こんなことを町長に聞いてみたい
などがありましたら、下記までお申
込みください。
申込み・問合せ
町民生活課自治推進班 拶盈



子育てネット ファミサポの利用料に

子育てネットくるくるの会員９人

子育て拠点施設について

少年団活動などの
送迎支援について

いる方には難しい。予約時間を拡充

子育てネット 接種日前日の９～ 時
10

が「子育てに関すること」をテー

テーマ
「子育てに関すること」

年に子育てに関わる方のコミュ



どもセンター跡地に建てるので、建

「町長と語ろう」の開催団体を
募集しています



20:40:25
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町長と語ろう
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峨 広報かみふらの 2021.3

タブレットを使った授業がスタートしました

GIGA ギガスクール構想
想
文部科学省「GIGA ギガスクール構想」に基づ
き、町内の小中学校に教室の無線 LAN 整備、児童
生徒人台のタブレットを導入し、授業での ICT 活
用を進めています。
問合せ 教育振興課学校教育班 拶盈




全国ではじまっている
ＧＩＧＡ ギガ スクール構想

ＧＩＧＡ ギ( ガ ス) クール構想とは、
文部科学省が進める計画で、全国の学

一斉学習の充実

プログラミング教育など、
デジタル教材を使用する
ことで、新たな知識や技
術を学びます

今後のＩＣＴ教育に向けて

各学校の情報教育担当者が「ＩＣＴ

教育推進委員会」を立ち上げ、有効な

活用方法などを協議しています。

タブレットを使った授業に対応する

リーダー研修会、教員のタブレット操

作説明会などを実施し、授業でのタブ

レット活用、ＧＩＧＡスクール構想を

推進していきます。

聞いてみました！

教材の画像を拡大提示、
動画を活用することで児
童の興味や関心を高めま
す

タブレット授業について

協働学習の充実

授業で分からないことをすぐに調べることができ
て便利です。チャットツールでの話し合いが面白
く、授業がもっと楽しくなりました！
上小年 下村 将人さん
発表が苦手な子も、タブレットで自分の考えを発
信できるようになりました。多くの考えを皆で共有
し話し合うことができ、授業の幅も広がったと思い
ます。児童の勉強への意欲も高まっていますね。
上小年担任 日比野 優先生

複数の意見をチャット
ツール文章で会話する仕
組みで発表。全体の考え
を整理します。

広報かみふらの 2021.3

3月10日号(入稿用).indd

10

学校での実際の取り組み

調べ学習はインターネッ
トを活用。画像なども検
索でき、深く情報収集で
きます

校で義務教育を受ける児童生徒に、１

タブレットでノートを撮
影して提出。担任が各自
の習熟度を把握し、個に
応じた学習を展開します

人１台の学習者用端末やクラウド活用

個別学習の充実

を前提とした高速ネットワーク環境な

どを整備する５年計画をまとめたもの

です。新型コロナウイルス感染症の拡

大による休校の長期化に伴い、整備ス

ケジュールを前倒しし、今年度よりＩ

ＣＴ化を進めています。

ノートパソコンとしても使えるので、タイピング
を覚えることもできます

町 で は、 昨 年 ７ 月 に 各 学 校 の 高 速

839

ネットワーク環境を整備し、１人１台

タブレットはタッチパ
ネルで直接操作ができ
るため、低学年でも簡
単に操作できます

の学習用タブレット 台を導入しまし

た。

今回導入された
「製タブレット」
OS‥Windows10
サイズ：インチ

我

2021/03/04

8:57:47

上富良野町
教育賞・教育奨励賞
受賞者発表
教育特別賞 努力賞

・北海道青少年科学技術振興作品展入
選
瀧本一颯
教育賞 体育賞
道大会出場

・高円宮賜杯第 回全日本学童大会全
上富良野西ファイターズ

教育賞 努力賞
仕上富良野小学校
小森結登、藤﨑大地、吉田結菜、

・皆勤賞
工藤百華、朝倉萌衣
教育奨励賞 学芸賞
仕上富良野西小学校

伊藤福、荒譲之介、三枝桃
教育奨励賞 努力賞

中学校

教育特別賞 努力賞

教育賞 学芸賞

会木勇人

・小学校６年間と中学校３年間皆勤賞



・日本クラシック音楽コンクール全国

大会出場

江口采花

教育賞 努力賞

会木勇人、五十嵐月莉、佐藤彪太

・皆勤賞

良、山﨑湧登

教育奨励賞 努力賞

䑓丸谷浬、村上溜葵、小林洸輝、

坂本文芽、松本寧々、森井凛音、飯

村栞林、新原葵

教育賞 学芸賞

植田心愛、加藤颯、河内大也、喜多

仕上富良野高等学校

高等学校

教育賞 学芸賞

仕上富良野小学校

教育奨励賞 努力賞

菅野千咲、菊地純平、山﨑蒼空、

仕認定こども園上富良野高田幼稚園

倖太郎、吉河倫生
仕上富良野西小学校
伊藤福

海道小学校長会会長賞
榎本朔太郎

仕東中小学校
大角空

仕上富良野西小学校
・北海道青少年科学技術振興作品展奨
励賞

拶盈６６９９

教育振興課学校教育班

問合せ

米谷真優

大沼玖葵、殿界彩音、中嶋珠佑、

・北海道青少年科学技術振興作品展北

豊嶋潤
・第 回全国児童画コンクール入選
佐藤陽彩、村上夏都、長谷川栞菜



廣瀬有冴



・第 回全国児童画コンクール優秀賞

仕上富良野小学校





小学校６年間と中学校３年間、皆勤した生徒
教育賞
・学芸賞 全道以上の作品展で入賞かコンクールで活躍した個人・団体
・体育賞 管内レベル以上のスポーツ大会に出場し、活躍した個人・団体
・努力賞 皆勤した児童・生徒、新聞などで活躍が認められた個人・団体













教育奨励賞

小学校

教育賞各賞の基準に及ばないが、努力し活躍した個人・団体

認定こども園
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牙 広報かみふらの 2021.3

第 弾

かみふパズル

協働のまちづくり推進委員会では、協働のまちづくりの一環として、上富良野のことを改めて知っても
らおうと、クロスワードパズルを作りました。
正解者の中から抽選で人にらべとんボールペンゆるかわ♪ ver. をプレゼント！ ぜひご応
募ください。
「協働のまちづくり」のことについて、知りたい方はこちらをチェック！
２月

①

②

③

④

⑤
⑥
⑦

⑧
⑩

⑨
⑪

⑫

を並べて一つの言葉を作ってください

日号の答えは「ダンラン」でした

10

たてのカギ

※答えは月日号に掲載します
簡単なルール
①「ア」と「ァ」のように大文字・小文字は区
別しません
②カギの○○は、漢字もカタカナにして書いた
文字数です

よこのカギ
①十勝岳連峰と芦別岳が一望できる園内展望台は、
月上旬から月上旬にラベンダーが丘一面を紫に染
める。
「上富良野町○○○公園オートキャンプ場」
③蒸した大豆にこうじと塩を混ぜ、発酵させて作った
調味料
⑤上富良野産のホップとビール麦が％使用されて
おり、町内でしか販売されない「○○○○かみふら
のプレミアムビール」
⑥木や金属の管に、息を吹き込んで鳴らす楽器

①最大標高差ｍパレード走行含
むの国立公園を含む雄大な山岳コー
ス。大自然を駆け抜け頂上の十勝岳
温泉のゴールをめざす。「十勝岳○○
クライム」
②店の人が注文のあった料理を届けること
③見るのに最もよい時期
④建物の外部。屋外。物の外側にあたる部分
⑥上富良野町公民館の中にある図書館の愛称。「○○
んど」
⑦妊娠している女性
⑧上富良野八景の一つ。日本一早く
紅葉が楽しめる温泉郷といわれて
いる。「十勝岳○○泉郷」
⑨石灰質の殻をもつ軟体生物の総称
⑩皮膚の色が部分的に紫や黒に変わっているところ
⑪上富良野八景の一つ。大雪山系の山々やラベンダー
など季節の花々が楽しめる。ここから望む上富良野
町の夜景は格別。「○○望峠」
⑦上富良野の開拓は、明治年に三重県からの移住者
により始まった。入植地調査のため、現在の草分地
区、西線北号に立っていた○○の木の下で野宿
をした
⑩十勝岳主峰の西南西にある、西に向かって大きく口
を開いた火口。上富良野ではこの名で親しまれてい
るが、学術的にはヌッカクシ火口と呼ばれている。
「○○○○火口」
⑫町の公共施設。観光協会や商工会が入っている。
「セ
ントラル○○○」

○応募方法
はがきやメールなどに答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話番号を記入し送付してください。
〈はがきでの応募〉
〒 上富良野町大町丁目番号 町民生活課自治推進班
〈メールでの応募〉
jichi@town.kamifurano.lg.jp
○応募締切日 月日水 ※当日消印有効
○問合せ 協働のまちづくり推進委員会事務局町民生活課自治推進班 拶盈
こちらから応募できます
※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます
※寄せられた個人情報は、応募目的以外に使用せず厳重に保管します

3月10日号(入稿用).indd
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画

2021/03/02

20:40:30

令和年度
十勝岳噴火総合防災訓練
負傷者救出救助訓練

員が体温測定、問診などを行い、個人

運営訓練では受付で防護服を着た職

災訓練が実施されました。今年度はコ

の状況に合わせた避難スペースへの適

２月 ・ 日に、十勝岳噴火総合防
ロナ禍のため、関係機関のみの訓練と

小噴火による負傷者の
救出救助訓練
レベル２の十勝岳噴火を想定し、噴
石で負傷したスノーボーダーを消防救
助隊員が救助する訓練を行いました。
山中の負傷者役を救助隊員が搬送資
機材に乗せて固定。白銀荘にて噴火活
動を監視する町職員・消防隊員と無線
で情報交換を行いながら、車両が乗り
入れできる場所まで搬送しました。

避難所開設・運営訓練
社会教育総合センターでは、避難所
開設訓練では町職員が簡易テントと

開設運営訓練を行いました。
段ボールベッドを組み立て、感染症対
策として区切られた避難スペースを設

ターまで安全に送り届けました。

甲 車 で 駆 け 付 け、 社 会 教 育 総 合 セ ン

請を受けた自衛隊員が各避難所まで装

方など３人の支援輸送を想定。協力要

内３カ所の避難所にいる肢体不自由な

避難行動要支援者輸送訓練では、町

避難行動要支援者輸送訓練

切な誘導を行いました。

18

なりました。

17

置しました。

8:57:48
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救急隊員が負傷者役を搬送機
材に乗せ救出

災害対策本部会議
避難所受付訓練
避難所簡易テント設置訓練

体温測定を行う受付職員

要支援者役を運ぶ自衛隊員

要支援者輸送訓練
関係機関との各種調整

臥 広報かみふらの 2021.3

除雪ボランティアで手
助けを 町内一斉除雪

ロケーションジャパン
大賞 特別賞を獲得

対話の理解を深める
ファシリテーション講座

ファシリテーターとは、会議を円滑

に進むよう働きかける促進役。今回は

話し手、聴き手、観察者の３人１組に

分かれて対話を実践し、対話とファシ

リテーションの理解を深めました。

おたすけたい事務局の持安弘行さん

は「ファシリテーションを学び、知識

を人から人へつなぎ続け、皆で作り上

げる会議の実現が、町の活性化につな

がる」と話していました。

宮町ふまねっと会 仙波惠美子代表

主催の「ひな人形作り」が宮町会館で

行われ、 人が参加しました。

紙製のひな人形工作キットの作製が

手指の運動になり、認知症予防に役立

つと思い付き実施。全３回で行われ、

今回は仕上げとなる切り取ったパーツ

ののり付け作業を行い、ひな人形を完

成させました。参加者は「手が震えて

細かな作業が難しかったが、教えても

らいながら楽しく作ることができた」

と満足の表情を浮かべていました。

仙波代表は「いろいろな方が参加し

て、ひな人形を作ることができた。今

後も多くの方と楽しく活動できたら良

いですね」と話していました。

俄
芽

広報かみふらの
広報かみふらの2020.12
2021.3

大町まちおこしおたすけたい 巽俊

催され、 人が参加しました。

ションきたのわ宮本奏代表を講師に開

ンライン講座が、ＮＰＯファシリテー

る「ファシリテーションを学ぼう」オ

明代表。以下「おたすけたい」 に よ

 

町社会福祉協議会による町内一斉除
雪。今年度はコロナ禍のため、日にち

手先を使って認知症
予防「ひな人形作り」

2/20
2/25

を分けての実施となり、 日は町内か
ら 団体、 人が参加しました。
上富良野中学校は生徒会が中心とな
り、１～２年生の生徒と先生合わせて
人が参加。９班に分かれ、独居高齢
者宅の軒下の除雪に汗を流しました。
家主の女性はきれいに除雪された軒下
を見て「孫くらいの年齢の子が頑張っ
てくれた」と嬉しそうに顔をほころば
せていました。
高松悠雅 ゆうが 生徒会長は「除雪
ボランティアは楽しくてやりがいがあ
る。来年も多くの生徒が参加してくれ
たら」と話していました。
第 回ロケーションジャパン大賞の
授賞式が行われ、特別賞 支持率部門

は「この経験を生かし、地域が元気に

が 評 価 さ れ ま し た。 石 田 昭 彦 副 町 長

人が訪れ、地域が盛り上がったこと

置した「なりきり写真コーナー」に約

ばれたことと、映画公開後、役場に設

一般アンケートで行ってみたい町に選

や地域に贈られるもの。６千人による

作品の中から、地域を盛り上げた作品

月に公開・放送された映画・ドラマ

この賞は、令和元年 月～令和２年

富良野町が選ばれました。

に映画「糸」の撮影の舞台となった上


なるよう、ロケツーリズムを推進した





い」と話していました。
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11

21

20

216

30



12

パソコンを通じ、オンラインで対話を実施
教えてもらいながら男びなを仕上げる参加者

10

99

10

300

除雪班と排雪班に分かれ作業する生徒たち
特別賞の授賞を喜ぶ石田副町長中央

1/30
2/18

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/

かみふ

％のプレミアムビール

※ギフト用以外は、ケース単位

まるごとか み ふ ら の

かみふのホップとビール麦で
での予約。店頭ではバラ売り

本入り１万２千 円程度

も行います

作られたプレミアムビール「ま
るごとかみふらの 」
。６ 月 中 旬

場合がありますの

※予約販売取扱店が変更になる

からの販売に先駆け、ギフト用
５本セット 化粧箱入り の予約
を受け付けています。大切な方
で、詳しくはホー

http://kamifurano.wix.com/

ください

ムページでご確認

への贈り物にご活用ください。
価格 ３千 円 予定
引渡時期 ６月中旬
保存方法 要冷蔵

marugoto-pb
問合せ プレミアムビール「ま

消費期限 製造日から６カ月
醸造元 札幌開拓使麦酒醸造所

るごとかみふらの」四季彩実
行委員会事務局 農業振興課

注文方法 商品の取扱いは、予
約販売取扱店で行います

拶盈６９８４

新型コロナウイル
ス感染症の影響を受
けている中小企業者
に対し、事業継続の
ための助成金を交付
します。

お答えします

町民ポスト

問合せ

町民生活課

自治推進班

拶盈６９８５

用を必須とすることを周知徹底

①町内に事業所・店

該当する事業者

毒液が設置されています。ほと

として、各施設の出入口等に消

新型コロナウイルス感染予防

を行います。

よう、引き続き職員へ周知徹底

【ご意見】原文のまま掲載

舗がある中小企業

んどの人は実施されています

住民の方に心配を抱かせない

しています。

者で次の業種

が、一部出入者等に実施されて

対象 ①～③全てに

宿泊業、飲食店、

いない方が見られます。

かと思いますが、見た目には分

が、何回も出入りしているから

特に施設の職員と思われる方

子版を設置しています。町の行

町ホームページに町民ポスト電

町内の９カ所に町民ポスト、

い。無記入の場合、回答などは

住所、電話番号をお書きくださ

な場合がありますので、氏名、

ご意見には詳細の確認が必要

お寄せください。

政施策などへご意見・ご要望を
る側が実施していないように見

消毒等の実施をお願いしてい

かりません。

ご意見・ご要望を
お寄せください
小売業、卸売業、

サービス業、
製造業、
建設業、
運輸業など
②売上高の減少があり、次のい
ずれかに該当する
・令和２年 月～令和３年２月
までのいずれかの月の売上高

えます。
匿名希望

原則、広報かみふらのには掲載

確保に向け、感染症の拡大防止

町民の皆さまの安全・安心の

の、町の業務に無関係なものに

ものや誹謗 ひぼう 中傷するも

特定の個人や団体を特定する

しないことをご了承ください。

対策に取り組む観点から、日々

は回答しないほか、広報に掲載

総務課総務班

行政サービスの提供を担う職員

しないことをご理解願います。

【回答】

が前年同期と比較して ％以
上減少していること

～ 万円

の就業場所での執務において
※申請は予約制です

を行うとともに、窓口対応時や

の励行、庁舎内の定期的な換気

は、マスクの着用・手指の消毒
申込み・問合せ 企画商工観光

平日 ９～ 時

申請期間 ４月 日 金 までの

助成金額

③町税などに滞納がない

ること

売上高と比較して減少してい

の平均額が開業直後１カ月の

場合は、直近３カ月の売上高

・開業後１年を経過していない

30

会議時においても、マスクの着



受付期限 ３月 日 火



中小企業経営継続
奨励助成金
課商工観光班 拶盈６９８３





■南町 セイコーマート上富良野店
■東町 セブンイレブン上富良野東町店
■宮町 リカーショップかまだ
吉澤商店
■大町 ローソン上富良野大町店
■錦町 リカー＆フーズはやし
若佐商店
■中町 ローソン上富良野店
■本町 スーパーアークスふじ上富良野店
■栄町 セブンイレブン上富良野栄町店
一色スーパー
株式会社ヤマイチ

20:40:31
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お知らせ

information

かみんプール教室スケジュール 【月日～月日】
月
時
時分

一般利用

時

チェンジボディ
分
①・①
腰痛さんに！

～時

脚力のすすめ
分
②・②
膝痛さんに！

時
～時

スリムウォーク
分
②・②
痩せやすい体へ

時

問合せ

保健福祉課福祉対策班

火
水
木
金
土
一般利用
一般利用
一般利用
一般利用
一般利用
陸上筋トレ分
陸上筋トレ分
陸上筋トレ分
↓
↓
↓
パワー筋トレ
アクアビクス
頑張るダイエット
頑張るダイエット
頑張るダイエット
分
分
分
分
分
③・②
②・③
②・②
②・②
②・②
筋力 UP
THE ダイエット
THE ダイエット リズム運動♪ THE ダイエット
一般利用教室終了後～分間 流水タイム
ルンルンアクア チェンジボディ 燃焼ウォーク スリムウォーク
分
分
分
分
一般利用
①・②
①・①
②・②
②・②
痩せやすい体へ
リズム運動♪ 腰痛さんに！
脂肪燃焼
一般利用教室終了後～分間 流水タイム ※土・日曜日は時～時分
パワー筋トレ よくばりアクア 燃焼ウォーク 脚力のすすめ チェンジボディ
分
分
分
分
分
③・②
②・③
①・①
②・②
②・②
水中運動総集版
筋力 UP
脂肪燃焼
膝痛さんに！ 腰痛さんに！
一般利用教室終了後～分間 流水タイム

拶盈
日

一般利用

一般利用

～時分
※表の○で囲んだ数字は左が「きつさ」、右が「難しさ」を表しています。数字が大きくなるに従って、きつく難しくなります
※「流水タイム」の間はフローマシンが利用できます。時間内はコース使用しますのでご了承ください日曜日は時のみ
※「頑張るダイエット」は時分から分間、陸上での筋力トレーニングの後、プールで有酸素運動を分間行います
※初めてプールに入られる方は個別に対応します。プールスタッフに声をお掛けください

福祉
募集

採用日 令和４年４月１日以降

※卒業見込者以外は、令和３年

月１日採用の場合あり

北海道警察官採用試験

５



かみんのプール・浴室
休止のお知らせ

４




10

月 日 月 ～８日 木 は清

掃と点検のため、プールと浴室

の利用を休止します。

採用人数

・Ａ区分 男性 約 人

15 40 40 125

問合せ 保健福祉課福祉対策班

拶盈６９８７
女性 約 人

・Ｂ区分 男性 約 人

女性 約 人

介護保険事業
運営協議会委員

受験資格

①Ａ区分 大卒

誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現に
向け、相談事業や啓発活動を実施しています。下記の
相談窓口ではさまざまな悩みの相談を受けています。
・自殺予防 いのちの電話 拶‐‐
・旭川いのちの電話 拶‐‐
・よりそいホットライン 拶‐‐
・こころの電話相談 拶‐‐
・北海道立精神保健福祉センター 拶‐‐
・富良野保健所 こころの健康相談 拶姥

Ｂ区分 大卒以外

月は「自殺対策強化月間」です

②年齢 平成元年４月２日～平

成 年４月１日までに生まれ

た方

申込期限 ４月２日 金




16

介護保険事業の運営などの意



見交換を行う、介護保険事業運





営協議会委員 地域包括支援セ

68

ンター運営協議会委員を兼ねる

を募集します。

募集人員 ２人

40

試験日




歳～ 歳の町民

・一次試験 ５月９日 日

25



応募要件

申込期限 ３月 日 木

その他 受験申込みは原則、電



任期 ３年 令和６年度まで

申込方法 電話、左記窓口まで

くは左記までお問合せくださ

い

問合せ 富良野警察署

拶鰻０１１０

子申請となっています。詳し



申込み・問合せ 保健福祉課高

齢者支援班 拶盈６９８７



人事

28

上富良野町職員人事

酸退職 ２月 日付

拶盈６４００

角田由佳 町立病院看護師

問合せ 総務課総務班





【広告】

学研教室で、新学期に向けて

準備学習

をしよう！

個別指導の学研教室なら
春休みの
過ごし方で 一人一人が
新学期の流れ
自分の力に合わせ
が決まる！ いま必要な学習ができる！

LINE からも
お申込みできます

上富良野町宮町丁目‐
上富良野教室 八島かおり 拶・鯖盈

広報かみふらの 2021.3

3月10日号(入稿用).indd
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お知らせ

information

試験地 札幌市

受験資格 平成３年４月２日以

司海上保安官採用試験
か中等教育学校を卒業した日

①令和３年４月１日に高等学校

受験資格

司海上保安学校学生採用試験

降生まれで、大学 短期大学を
の翌日から起算して 年を経

海 上 保 安 官・ 海 上 保 安 学
校学生採用試験

除く を卒業した方、令和４年

格があると認める方
受付期間
・インターネット 受信有効
３月 日 金 ～４月２日 金

年金
出張年金相談所

３月 日 金 ～ 日 月

約が必要です。

います。１週間前までの事前予

請求手続きなどの相談を受けて

旭川年金事務所では、年金の

試験区分・種目 第１次試験

・郵送・持参 消印有効

船舶運航システム課程

込みの方

過していない方
②令和３年９月までに高等学校
基礎能力、作文

３月までに大学を卒業する見
か中等教育学校を卒業する見

試験地 札幌市、函館市、小樽
市、旭川市、釧路市
司問合せ
第一管区海上保安本部人事課
拶０１３４‐２７‐０１１８

日時 ４月８日 木

受付期間
込みの方
③高等専門学校の第３学年の課
程を修了した方で、令和３年
４月１日に当該過程を修了し
を経過していない方など人事

た日の翌日から起算して 年

基礎能力、議題論文

試験日 ５月 日 日

・インターネット 受信有効
３月 日 金 ～４月７日 水
・郵送・持参 消印有効
３月 日 金 ～ 日 月
試験種目 第１次試験

教育振興課社会教育班

拶盈５５１１

拶盈３１５８

・公民館の利用

公民館

郷土館
支援ボランティア募集

日曜日と祝日の郷土館業務を

支援いただけるボランティアを

募集します。

業務内容 開・閉館業務と来館

者への館内の説明など

勤務時間 ２交代制

午前勤務 ９時～ 時 分

・５～ 月までの日曜日と祝日
楽しく学ぼういつまでも！

午後勤務

令和３年度前期 ５～ 月
定期利用希望調査

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班
拶盈５５１１

生生 涯涯 学学 習習 情情 報報

拶０１６６‐７２‐５００４

旭川年金事務所お客様相談室

申込み・問合せ

場所 富良野市役所

～ 時 分
10

時 分～ 時

申込期限 ４月 日 水

問合せ 公民館

拶盈３１５８

図書館ふれんど臨時開館

調査を行います。社会教育総合

社会教育施設の定期利用希望

ご利用も可能ですので、ぜひご

を臨時開館します。一般の方の

るため、春休み期間中の月曜日

子どもの読書活動の推進を図

センターや学校体育館などでス

来館ください。

３月 日、４月５日

開館日 春休み期間中の月曜日

ポーツ活動や、公民館でのサー
クル活動をしませんか？
申込期限 ３月 日 金

・社会教育総合センター、屋外

申込み・問合せ

問合せ 図書館ふれんど

開館時間 ９時 分～ 時
体育施設、学校体育館の利用

拶盈３１５８

18

院が①に掲げる方と同等の資
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試験日 ６月６日 日
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「学び、成長する場」
上富良野高等学校長 辻 芳恵
はじめに、コロナ禍の日も早い収束を心から願うと
ともに、医療に従事される皆さまのご尽力に深く感謝
申し上げます。
約年前、全国の学校が一斉に臨時休業となりまし
た。休業中どのように生徒とつながるか、生徒の学び
を継続するかが大きな課題となりました。学校の学び
は教室での授業が主体ですが、それに代わる方法の一
つがオンラインの活用でした。
分散登校と郵送でペーパーの学習課題の配布、提出
を行うとともに、先生方はオンラインの学習課題に対
する生徒の取り組み状況を把握しながら質問や添削な
どに対応してくれました。
感染症対策や緊急時でのオンライン学習が注目さ
れ、国は「GIGA スクール構想」の計画を前倒しして
学校の ICT 環境を整備しています。このことで、授業
での協働学習や生徒の特性に応じた個別の学習など、
学びの幅が広がることは間違いありません。
けれども忘れてはならないことは、ICT の活用自体
が目的ではないということです。大切なことは、離れ
た場所にいても情報や考えを共有することができるオ
ンラインの特性を生かすことで学びが深まり、生徒の
成長につながることです。
学校の役割は教科の学習ばかりではなく、生徒が時
には失敗しながら人との関わりの中で自分を高めてい
く姿を支援することにあると考えます。これからはオ
ンラインを有効に活用しながら、これまでと同様に人
とのつながり、対面での関わりを大切にすることが、
学び、成長する場として、学校に求められる視点だと
思います。

15
30
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第号
家庭教育シリーズ

雅 広報かみふらの 2021.3

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

雪による事故の防止について
司室内での注意点
◎室内での転倒事故防止

冬期間は、除雪中の事故や気温の
低下から体調を崩したりと、思わぬ

・冬場は重ね着により動作が鈍くな

べく落とす

で玄関に入る前に靴裏の雪はなる

・靴裏に雪がつくと転倒しやすいの

転倒予防策を行う

差をなくすなど、

のを置かない、段

・床に滑りやすいも

るため、転倒事故に注意する

事故が多く発生します。
司屋外での注意点
◎屋根の雪下ろしの事故防止
・作業は２人以上で家族のほか、隣
近所にも声を掛けてから行う
・はしごを忘れずに固定する
・作業開始直後と疲れた頃は、特に
慎重に作業する
・晴れた日は、屋根の雪が緩んでい
るため注意する

急激な温度差により血圧が大きく

※ヒートショックにご注意を

・除雪道具はこまめ

変動する「ヒートショック」は冬場

◎雪かき作業の事故防止
に手入れし、点検

に多発します。特に入浴前後にはご
注意ください。

をする
・除雪機の雪詰まり

◎入浴時にヒートショックを予防す
るためのポイント
・脱衣場、浴室を暖め、温度差を少
なくしましょう
・食後や飲酒後は時間を置いてから
入浴するようにしましょう

ゴミの分別にある
「プラスチック類」ゴミ

マークがついている

般が対象ではないので、ご注

のです。プラスチック製品全

この３つ全てに当てはまるも

③汚れていないもの

②商品の容器、包装部分

①

るゴミは、

「 プ ラ ス チ ッ ク 類 」と さ れ

を分かりやすく教えて
ください

Q

意ください。

間違えやすいものの例

平成年生まれ
平成年生まれ

餓

広報かみふらの 2021.3

問合せ 町民生活課生活環境班拶盈

の取り除きは、エンジンを切って
から行う
・ケガで身動きがとれなくなったと
きのために、携帯電話を持つ
◎降雪や凍結路面での事故防止
・靴は滑りにくいものを選び、歩く

・高齢者が入浴している場合は、家
族の方が声掛けし、見守りましょ
う

ケース不燃

でご確認ください。

ときは足元に気配りする
・除雪後は滑りやすく、事故が多い
ことから特に注意する

問合せ 上富良野消防署
拶盈２１１９

詳しくは

作品名 「おひなさま」

かとう

20:40:32
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・凍結路面を避け、余裕を持って行
動するよう心掛ける

「ごみ分別手引き」

星愛
加藤 ななみ ちゃん

バンド
可燃

ボールペン
不燃

ほかにも・・
×タッパー不燃
×ジップ付きポリ袋可燃
×クリーニングの袋可燃
×プラマークが付いてい
ないカップめんの容器
可燃

てぃあら

遠藤

ちゃん
えんどう

頑張ったと
ころは、おひ
なさまとお内
裏さまの冠。
鉛筆で形をな
ぞってから切
り取ることが
難しかったで
す！
型紙を鉛筆
でなぞって書
き写すことが
大変でした。
おひなさまた
ちの着物を折
るところを頑
張りました！

認定こども園
わかば中央保育園

かみふっこギャラリー

司旧白銀荘に解説版を設置しました！
十勝岳ジオパーク構想の「文化サイ

取り組んでいきます。

※現在、旧白銀荘内への立ち入りはで

きません

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

主催のモニターツアー「白い丘陵 江

十勝岳ジオパークガイドの会 仮称

司モニターツアーを実施しました！

く新型コロナウイルス感染症が落ち着

ぶのメンバーを対象に実施します。早

が、コロナ禍のため、十勝岳ジオくら

次回は３月に美瑛町で開催予定です

士が雪の研究に何度も訪れ、旧白銀荘

また、
「 雪 博 士 」こ と 中 谷 宇 吉 郎 博

をもてなしてきました。

荘とともに、山岳スキーヤーや登山客

開きが行われ、のちに建設された勝岳

観察を楽しむ

美瑛町内の小学４年生を対象に

ト」に指定されている「旧白銀荘」に
旧白銀荘は、１９３３年 昭和８年

「今月の一冊」

ジオ解説板を設置しました。
１月 日に竣工、２月５日にヒュッテ

花をめぐるツアー」を２月 日 土 に

き皆さんにガイドツアーを通じ、地域

のベランダで約３千枚の顕微鏡写真を
場所です。随筆には「この付近の雪は
結晶が極めて美しく、結晶の種類がま

西本昌司 著 、ナツメ社発行

日本列島ゆかりの岩石を 種に分け

の思いから、文化サイトに指定し、今

この功績を後世にも残していきたいと

このことから、文化的価値が高く、

し、それぞれの岩石の特徴や代表的な

岩、堆積岩、変成岩の３大グループと

て紹介。岩石の成り立ちにより、火成

た極めて多い」と残しています。

特徴がわかる 岩石図鑑

江花地区で開催しました。コロナ禍で

の良さを伝えていきたいと思います。

ジオくらぶ」の会員にモニター役をお
願いしました。
このモニターツアーは、今後のガイ
ドツアーの開発とガイドのスキルアッ
プを兼ねたもの
で、昨年 月に

撮り、天然雪の結晶形の分類を行った

あることから一般募集はせず「十勝岳



産出場所を解説しています。さらに、

岩石を構成する主な造岩鉱物 種も掲

材 種も写真を掲載しています。

用いられています。日本を代表する石

ことができ、岩石は石材としても多く

載。日本列島では、多様な岩石を見る

15

ツアー案を作成



28

後も「旧白銀荘」の保護・保全活動に

48


解説版設置の様子。旧白銀荘の建
物左側の壁に設置されています。

し、１月に下見
と最終打合せな
どを実施。ガイ
ドの会で綿密に
準備して臨みました。
当日は、江花会館からスノーシュー
を履いて出発。江花神社やミズナラの
巨木を見ながら、千望峠に到着しまし
た。約３時間のコースを、上富良野・
美瑛地域の西側の丘の成り立ちなどの

※十勝岳ジオパークガイドの会 仮
称 とは、２０２０年３月に十勝
岳ジオパーク推進協議会で認定
された「ジオパークガイド」で
結成された組織。ジオツアーを
通じて、地域の素晴らしさを伝
える活動をしています

地域の魅力を説明するガイド

20:40:33

2021/03/02
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解説を交えながら、ゆっくりと歩きま
した。





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。





50

１月の下見の様子
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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…
時

時

時

時

時

しし座
黄道
止

＋

止

ポルックス

時

止

時

うみへび座

時

町立病院へ

時

時

カストル
火星
止

おうし座
オリオン座

ろくぶんぎ座
＋
東南東

南東

南南東

おおいぬ座

南

５万円
マスク枚

◎杉本陽一さん
◎斉藤文義さん
◎久保清子さん

万円
３万円
万円

社会福祉協議会へ

いっかくじゅう座

コップ座

◎株道北アークス
◎大洋設備株

こいぬ座

＋

町へ

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

ふたご座

かに座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

南南西

◎水上吉子さん
カラオケ機器一式
３万円
◎中田宏幹さん
ポータブル水洗トイレ

うさぎ座 ‐

南西
西南西

パソコンスマホで
町の情報を気軽にチェック

月日火時の上富良野の南の星空です。富良野地方では雪の日が

マイ広報紙

多かった冬ですが、この時期になると「オリオン座」や「おうし座」など
冬を代表する星座が徐々に西に移動しているのが分かります。おうし座に
は、等で輝くアルデバランの明るさは及びませんが、等で火星が輝
いています。近くに見える「すばるプレアデス星団」や「ヒアデス星団」
と一緒に格好の被写体になるでしょう。 日金にすばるに最接近した火
星も、日を追うごとに東側に移動していきます。 昨年月に準大接近と
なって楽しませてくれた火星は、今年は距離も遠ざかり、来年年月

全国の広報紙を掲載する無料サービスサ
イト。
「広報かみふらの」の最新号やバッ
クナンバーを掲載しているほか、気になる
ワード検索もできます。
▼アクセスはこちらから
https://mykoho.jp/

の接近まで目立たないかもしれません。
南天の高い位置には「ふたご座」が見えています。 ふたご座は、等
の
「カストル」
と等の
「ポルックス」
が並んでいるので、
よく目立ちます。

月

出現
月日土時分
止

明るい星が並んだ姿はインドでは「匹の子ヤギ」
、日本では「めがね星」
「金星・銀星」などと呼ばれています。カストルは望遠鏡で見ると二重星
重連星」です。ポルックスは、木星の倍以上の大きさの惑星を持ってい
ることが分かっています。ギリシア神話では、カストルとポルックスは大
神ゼウスと王妃レダとの間に生まれた双子です。ふたご座の下には「こい
ぬ座」が見えています。目立つ星は等星プロキオンと等星個だけです

潜入
月日土
時分

止

であることが分かりますが、実際には個の星がお互いにまわり合う「六

星食時のへびつかい座のθ星の位置

ので、犬の姿を想像するのは難しいかもしれませんが、オリオン座のベテルギウス・おおいぬ座のシリウスとともに
「冬の大三角形」を構成する星なので、覚えておきたい天体です。
興味深い現象として月日土未明の星食せいしょくがあります。星食とは恒星星が月に隠される現象です。
今回はへびつかい座のθ星等星が、月齢の月に隠され分後に月の背後から姿を現します。早朝の現象で
すが、双眼鏡があるとより楽しむことができます。

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 10,473 人 （－）
男
5,387 人 （－）
女
5,086 人 （－）
世帯 5,355 世帯 （－）
 町への寄付に対する感謝状が杉本陽一さんに
贈られました。
寄付金は病院事業に活用されます。
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