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

台風・豪雨 大雨災害に備える
町内中小企業・個人事業主の皆さまへ
町内中小企業再構築支援事業補助金
年々グレードアップ！
今年も大好評の「西児童館迷路お化け屋敷」

台風 ・ 豪雨

大雨災害に備える
秋にかけて、大雨による河川の氾濫や土砂災害の危険性が高まります。
いざというときに適切な避難行動が取れるよう「自宅の災害リスク」と「取
るべき行動」を確認しましょう。
問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

１

上富良野町ハザードマップの確認
大雨による洪水が起きた場合、自宅やその周辺がどのような状況になるかを確認しておきましょう。

着色された色の見方

上富良野町洪水ハザードマップ

２

取るべき行動を確認
ハザードマップで確認した自宅の災害リスクをもとに「避難行動判定
フロー」
で、
大雨災害のときに自分が取るべき避難行動を確認しましょう。

家がある場所に色が塗られていますか？
はい

いいえ

災害の危険があるので、原則として、自
宅の外に避難が必要です。

避難行動判定フロー

原則、避難不要です。
※ただし、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

例外
安全な場所に住んでいる
親戚や知人はいますか？
はい
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
町で開設している
指定緊急避難場
所に避難しましょ
う。

■浸水の危険があっても、
①洪水により家屋が倒壊、崩落してしまう恐れの高い
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、水や食料など
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

広報かみふらの 2021.9

嘩

３

避難場所の確認
危険な場所を把握したら、災害時に慌てることがないよう、事前に避難先を決めておきましょう。

指定避難所へ
自宅の上階へ

非常持出品に加えて、感染症
対策用品も持参しましょう。
・マスク ・消毒液
・体温計 ・スリッパなど

親戚・知人宅へ

普段から災害時に避難するこ
とを相談しておきましょう。

非常持出品・備蓄品の一例

４

土砂災害の恐れがない区
域では、浸水が起きても建
物の上階へ退避することが
可能です。水位が引くまで
耐えられる分の水や食料を
準備しておきましょう。

各種防災情報を確認

※令和年月から発令される避難情報が変更されてい
ます

災害発生の危険がある場合、町は適切に避難行動を取っていただくため、次のとおり防災無線などに
より避難指示などの情報を発令します。それぞれの情報に応じて適切な行動を取ってください。
緊急レベル３

高齢者等避難

・高齢者などの避難行動に時間
を要する方は、避難を始めま
しょう

●災害の危険が迫ったら…
テレビ、ラジオ、スマホなどで、天気や避難
情報の確認をします。収集した情報を基に、早
めに避難を始めましょう。

こちらも確認
緊急レベル４

避難指示

・速やかに非難を始めましょう
・外に出るのが危険と感じた
ら、建物内の安全な場所に避
難しましょう

気象庁キキクル

北海道防災ポータル
緊急レベル５

緊急安全確保

貨 広報かみふらの 2021.9

・災害発生が切迫、発生してい
る状況
・極めて危険な状況。早急に命
を守る行動を取りましょう

川の防災情報危機管理型水位計

町内中小企業・個人事業主の皆さまへ

お

急ぎ

くださ

い

10/1 金

町内中小企業再構築
支援事業補助金
①業態や業種の転換
②新たなサービスの開始
③サービスの拡充
に関わる対象経費を助成

200

最大で

まで

万円

どのような事業が対象になるの？

飲食スペー
スを減らし
てテイクア
ウト強化

オンライン
オーダーシ
ステムへの
転換

高齢者など
向けの宅配
事業を開始
したい

店舗を増設
して十分な
距離を保つ
客席の配置

新メニュー
開発で今よ
り大きな設
備を導入

などが該当になります
●補助対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、現在の事業を見直し、業種や業態の転換、新しい
分野への進出、既存サービスの拡充万円以上の対象経費に取り組む事業
●補助の要件
・申請月を基準として直近カ月のうち、任意の連続カ月の合計売上高が、新型コロナウイルス
感染症の影響を受ける以前の合計売上高の同期比と比較して％以上減少していること
・対象となる事業サービスを令和年月日までに開始すること
・町税などに滞納がないこと
●補助対象経費
店舗・施設の改修、設備の購入や資格取得など人材の確保育成に要する経費
●補助率・補助金額
対象経費の分の以内上限万円
●申込期限 月日金
●その他
・希望される場合は、事前に下記の窓口までご相談ください
・様式は町ホームページのほか、下記の窓口で配布しています
・申請する際は、経費の見積書や写真・図面などをお持ちください
●申込み・問合せ 企画商工観光課商工観光班 拶盈

広報かみふらの 2021.9

迦

話題のウォータース
ポーツＳＵＰに挑戦

小学生対象の「ＳＵＰ サップ 体験
会」がＢ＆Ｇ海洋センターで行われ、
小学生 人が参加しました。
ＳＵＰとは、専用ボードに乗ってパ
ドルで漕ぎ進む、話題のウォータース
ポーツ。今回は参加者全員が初挑戦で
す。ボードの上に立って漕ぐ動作に苦
戦する子どもたちでしたが、何度も練
習し、最後は全員で立ち漕ぎリレーを
行うほどに上達。参加した児童は「最
初は難しかったけど、乗れて楽しかっ
た」と話し、充実のＳＵＰ体験となり
ました。

今年も大好評！
迷路お化け屋敷

７月 日～８月 日まで、西児童館
では夏休み恒例の「迷路お化け屋敷」
今年の迷路お化け屋敷は、大人気ア

が開催されました。
ニメの鬼をモチーフにしたお化けや仕
掛けなどが盛りだくさん。平成６年か
ら始まった迷路お化け屋敷は、児童館
職員が作成し、照明や装飾など年々グ
レードアップされています。
この日、迷路お化け屋敷を訪れた小

夏休みの思い出に！
小学生がキャンプ体験

第２回子ども会日帰りキャンプが社
会教育総合センターで開催され、小学
生と保護者 人が参加しました。
この日は雷注意報発令のため急きょ
屋内での活動。テント張りやバター作
り、ろ過体験などを行いました。テン
ト張りでは初体験の子もいるなか、皆
で協力して組み立てました。早速、組
み立てたテントに入り、会話したり、
寝そべったりとキャンプ気分を満喫し
ていました。初参加の児童は「初めて
のことに挑戦ができて楽しかった」と
笑顔で話していました。

國本さん、山内さん
全国大会で大活躍！

結果を報告した山内さん左と國本さん右



学生は「去年よりさらに怖くなって楽

ハイ少林寺拳法競技大会・第 回全国

館で開催された「令和３年度インター

７月 日～８月１日に長野県立武道

「せ～の！」と協力してテントを組み立てる児童たち

高等学校少林寺拳法大会」に出場した

富良野高校３年生の國本空良 そら さ

で 位の成績を収めました。山内さん

武で６位入賞、國本さんが男子組演武

入賞、個人では山内さんが男子単独演

２人が出場した男子団体演武で３位

結果を報告しました。

んと山内貴裕さんが斉藤繁町長へ大会



10



しかった」と笑顔で話し、夏休みの思

30

は「プレッシャーに負けず、自分の演

武ができた」と大会を振り返り、國本

さんは「主将の役割を果たしながらも

競 技 に 集 中 で き た。 全 力 を 出 し 切 れ

た」と話していました。

過 広報かみふらの 2021.9

48



21

8/4
8/10

13

26

い出となったようでした。

10

白熱のレース展開を繰り広げた、SUP の立ち漕ぎリレー
お化けや仕掛けに驚く小学生たち

7/31
8/3

ノートを作成して、
今後の人生と向き合う

土星の輪が見えたよ！
天体観望会

公民館講座「天体観望会」が上富良
野西小学校で開催されました。
講師は広報かみふらの「夜空を見上
げれば…」の執筆でおなじみの犬上達
也さん。チャレンジ天文台に設置して

あいさつを話し合う
なかよしサミット

ル大会北海道予選会が島津球場で行わ
れました。
ハイシニアは 歳以上で構成。この

なかよしサミットは町内の小中高校

がテーマに沿った取組みを発表し、話

し合う場です。今回のテーマは「あい

さつ 」
。各校の個性あるあいさつ運動

の取組みを発表し、その良さについて

学校ごとで話し合いました。話し合い

では「上中の『感謝の木』活動が良かっ

たのでやってみたい 」
「 花丸運動も良

かったよ」と意見が飛び交い、より良

い学校生活へのきっかけづくりとなっ

たようです。

加し、年齢を感じさせない全力プレー

大会は３チーム総当たりによるリー

に、会場は熱く盛り上がりました。

グ戦で行われ、芽室ベアーズが優勝を

飾りました。

霞

広報かみふらの 2021.9

上富良野の青少年健全育成すすめる

会主催「第 回なかよしサミット」が

など関係者 人が参加しました。

小中学校の児童会・生徒会役員や教員

社会教育総合センターで開催。町内の

26

いしずえ大学と道民カレッジの連携
講座『知って安心！「成年後見制度」
』
が社会教育総合センターで開催され、
人が受講しました。
町社会福祉協議会の黒川修一氏を講
師に迎え、エンディングノート作成と
昨年開設された町権利擁護センターに
ついて解説。エンディングノートにつ
いて「法的効力が無く、何度も書き直
せる」「自分の思いや経済状況の把握、
今後の人生と向き合えることがメリッ
ト」と受講生に伝えていました。
また、黒川氏は「将来への不安、日
常生活の困りごとなどがあれば、権利
擁護センターを活用してほしい」と話

観察する天体を説明する講師の犬上さん右

40

63

していました。

第 回全日本ハイシニアソフトボー

全力プレーに沸いた
ハイシニアソフト大会

8/19
8/21

日は札幌市、芽室町から３チームが参

年齢を感じさせない全力疾走

取組みの良いところを話し合う西小の児童

気迫の投球を見せる佐藤投
手芽室ベアーズ

ある望遠鏡の説明の後、月や土星、木
星などを観望しました。参加者は「土
星の環まで見える 」
「月に比べて、土
星や木星が暗く見える」と話していま
した。
天体観望会は 月まで開催。これか
んもこの機会に観望してみませんか。

68

エンディングノートを説明する黒川氏中央
から夜長の季節となりますので、皆さ

12

16

8/13
8/17

上富良野町行政ホームページでも掲載中！ http://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/

て、人数を制限して実施します
拶盈３１５８

問合せ 図書館ふれんど

町民歩こう会

※悪天中止

第 回総合文化祭
出演・出展参加者募集
月 日 土 ～
月３日 水・祝

に開催の総合文化

祭の出展・出演者
を募集します。
●町民作品展

音楽愛好者 個人や団体、サー

場所 社会教育総合センターアリーナ

対象

クルなど

※演奏時間は 分以内

内容 楽器演奏、コーラスなど



図書館まつり
本とふれあい、読書に興味を持って

～ 時
健康づくりのため、景観を楽しみな
月 日 土

がら気軽に登山をしてみませんか。
日時



●フリーマーケット

ご家庭で不要になったものや手作り

月 日 日

～ 時

品を販売してみませんか。

日時

場所 社会教育総合センターラウンジ

内容 日用雑貨、衣類などの販売

※加工食品などは禁止

※１区画２ｍ×２ｍ 先着順

募集区画 ６区画
場所 公民館

月１日 金

お知らせします

※搬入・搬出などの日程は、申込時に

●申込期限

育総合センターへ提出してください。

申込書に必要事項を記入し、社会教

●申込方法
●小さな音楽会

など １人１作品

内容 絵画・手芸・書道・写真・陶芸

月３日 水・祝

10

もらうことを目的に「図書館まつり」
月 日 土

を開催します。
日時
場所 公民館・図書館ふれんど
内容・時間
●本のリサイクル ９～ 時

趣味などで作製
している作品を出展しませんか。

時 分～ 時 予定
集合場所 社会教育総合センター

図書館にある古本や寄贈された本を
無料で配布します。小説や雑誌、実用

参加料 １人 円 傷害保険料
登山ができる動きやすい服

装、登山靴 運動靴 、タオル、飲み

持ち物

月 日 土 ～

展示期間

対象 小学校４年生以上の町民

コース 十勝岳温泉登山口～安政火口

さい。
定員 先着 人

書、絵本をご用意。家族でお越しくだ
●第 回読書コンクール入選作品展
９～ 時
～ 時 分

～ 時 分

日頃の練習・活動の成果を発表して
月 日 土

みませんか。
日時

15

読み聞かせ会
物

申込期限 ９月 日 金

時 分






15


30
11



14

●読み聞かせボランティア団体による
●映画観賞会「ムーミン谷とウイン
ターワンダーランド」
時 分～ 時

道民カレッジ連携講座
いしずえ大学との連携講座として、
町内の交通事故や犯罪の発生状況、消
費者相談に関する豆知識や、振り込め
詐欺から身を守るための方法などを解
説します。

月 日 金

月 日 木

30

10

30





我が身は我が身で」

講座名 「ちょっと待った～
日時

申込期限

受講料 無料

場所 社会教育総合センター

９

10

11

10

58

30





10


24





15
300


21



10

２



※各種イベントは感染予防対策とし

昨年度の読み聞かせ会の様子



22



10
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10

15

50

15

31



15

11

30

10

「上富良野町」を
フォローしよう！

９
30

12


９

15

10

13


30



10

８

10

46

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

拶盈

生 涯 学 習 情 報
楽しく学ぼう
いつまでも！

嫉 教育振興課では「早ね早おき朝ごはん運動」を推進しています 嫉

お知らせ

information
防災
③「こちらはぼうさいかみふら

のです」

人事

上富良野町職員人事

酸退職 ８月 日付



④下りチャイム音

総務課基地調整・危機管理室

青山沙季 保健福祉課主事

拶盈６４００

31

問合せ

拶盈６９８０
問合せ 総務課総務班





Ｊア ラ ー ト
全国一斉情報 伝達訓練

地震や武力攻撃などの発生時

時

11

に備え、Ｊアラートによる伝達

６



試験のテスト放送が防災行政無

月 日 水

10

線から流れます。

日時

我が子の健やかな成長は、全ての親の共通の願いですよね。
しかし、子育てに「正解」は無く、手探りの毎日のことと思い
ます。私自身も、担任をしていたときは、クラスの子の成長を
願い、日々悩んでいました。そんな経験からたどり着いた結論
の一つに「担当のクラスの子を育てたければ、隣のクラスの子
を育てよ」
「担当の学年の子を育てたければ、高学年を育てよ」
という思いがあります。
子どもの「世界」は、大人が思っているよりとても狭いもの
です。最初の世界は家族です。親や兄弟姉妹と接し、影響を受
け、まねをしながら育ちます。次は幼稚園・保育園で体験する
世界です。小学生になると、小学校での体験が加わります。ま
た、行動範囲は徒歩・自転車で移動できる小学校校区内が基本
となります。中学生になると、中学校生活での体験が加わり、
移動範囲は町内＋αです。高校生になると、
高校生活での体験、
行動範囲は公共交通機関を使った富良野沿線・旭川市まで広が
り始めます。
学校での勉強やテレビ・書物など、今はネットや SNS を通し
た情報を得ることにより、知識としての広がりは、多様で早く
なりました。しかし、自ら体験・経験した世界こそ、自身の成
長に直結しています。そのため、自身が直接経験・体験する友
達との関わりは大きな影響をもっています。友達の良い面はも
ちろん、ときに悪い面でも影響を受けます。小学校でいえば、
子どもたちが一番影響を受けるのは、年生の姿からです。年
生の姿・態度を標準とし、模倣し、目標としていきます。直接
目にした年生が素敵であればあるほど、下級生もその素敵な姿
に自然と近づいていきます。
家庭生活に置き換えると、我が子の健やかな成長に「兄弟姉
妹」
「友達」を通した体験の影響は、とても大きいものがあると
いえます。
だからこそ、我が子と友達の行動に関心をもち、関わる友達
にも我が子と同じように、良さを褒め、認め、間違ったときに
はしっかりと叱り、諭すことが大切です。我が子の成長を願う
からこそ「友達を」
「地域の子どもたちを」温かく見守り、とき
に声をかけ、一緒に育んでいきませんか。

放送内容

上富良野小学校長 鈴木伸行

①上がりチャイム音

『我が子の成長』秘訣その①？

②「これは、Ｊアラートのテス

第号

トです」が３回流れます

家庭教育シリーズ



子ども発達支援推進研修会

防災行政無線 FAX 送信サービス・電話応答サービス

「暮らしの中でことばを育む～ともに生きる大人の眼
差し～」をテーマに講演会を行います。
講師 旭川大学短期大学部幼児教育学科 熊田広樹氏
日時 月日水 時分
場所 公民館
申込期限 月日水
※当日は託児先着人を行います。申込時にお伝えく
ださい
申込み・問合せ 発達支援センター 拶盈

■ FAX 送信サービス
聴覚障がい者か歳以上で音が聞き取りづらい方を対
象に防災行政無線の内容を FAX で送信します。
申込み・問合せ 町民生活課自治推進班 拶盈
■電話応答サービス
防災行政無線で放送された最新の内容は、電話でも確
認できます。
一般電話 拶 左記以外 拶盈
問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

広報かみふらの 2021.9

俄

お知らせ

information

教育

その他

国民年金保険料は便利・
安心・確実な口座振替で！

ヒグマが餌を求める、秋の実
国民年金保険料の納め忘れは

旭川年金事務所

ヒグマとの遭遇に注意！

来年度小学校に入学するお子
りの時期となりました。山やそ
ありませんか？ 毎月の保険料

小学 校 新 入 学 児 童
健康相談
さんを対象に、内科検診や歯科
の周辺に入る場合は、次のこと

拶０１６６‐２７‐１６１１

拶盈６９８５

申込み・問合せ

検診、健康相談などを行います

町民生活課総合窓口班

保険料の納め忘れがあると、

は翌月の末日までに納めていた

・単独行動は避け、複数で行動

将来受け取る老齢基礎年金の額

だくことになっています。

し、クマの足跡やフンを見た

司出張年金相談所

年金の請求手続きなどの相談

をお受けしています。年金相談

い場合があります。
口座振替を利用すると、保険

は予約制ですので、事前にお申

・鈴やラジオなど音が出るもの

が少なくなったり、受けられな

を守りましょう。

月５日 火 、６日 水

年４月１日生まれの子
日時
①９時 ② 時 ③ 時
※時間帯別でご案内します

料の納め忘れもなく、とても便

込みください。

を持つ
※町ホームページでは、ヒグマ

利です。割引があるお得な振替

～ 時

方法 早割・前納 もありますの

月 日 木

の出没情報を掲載しています

場所 富良野市役所

日時

ので、ご確認ください

で、希望される場合は金融機関

申込み・問合せ

旭川年金事務所お客様相談室
届出印

持参書類 個人番号が分かるも

16

拶０１６６‐７２‐５００４

10
のか年金手帳、通帳、通帳の

か次の窓口で手続きください。

10

場所 社会教育総合センター
拶盈６６９９

問合せ 農業振興課農業振興班
拶盈６９８４



問合せ 教育振興課学校教育班

建築



強風などによる広告物 看板
の落下事故が増えています。落
下事故を起こさないために、設
置者はねじやボルトの緩み、さ
びの状況などの点検をお願いし
ます。
一定規模以上の広告物の設置

場合はすぐに引き返す

・ヒグマの出没情報を確認する

年金

ので、必ず受診してください。

のお話

対象 平成 年４月２日～平成

今月の


13


屋外広告物 看板 のの
落下事故防止


には、有資格者による点検や町
の許可が必要です。
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７


ダウンロードや対応端末
など詳しくはこちらから

フェイス
ブック
ツイッター

27

拶盈６９８１

まちのイベントや行政に関する情報
などをお知らせしています。ぜひ、ご
利用ください


10




問合せ 建設水道課都市整備担
当

上富良野町公式
ツイッター
フェイスブック
まちの
情報を
発信！

10

28

自筆証書遺言書保管制度のご案内

胆振東部地震から年、地震に備えていますか

遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段
です。自筆証書遺言書は、自筆さえできれば遺言者本人
のみで作成できます。
自筆証書遺言保管制度の創設により、遺言書を法務局
に預けることができ、遺言者本人の死亡後、相続人など
に遺言書が改ざんされることを防げます。家庭裁判所の
検認手続きも不要です。
検討される方は、下記までお問合せください。
問合せ 旭川地方法務局供託課 拶‐‐

地震は事前に予測することが難しく、突然発生しま
す。ハザードマップや避難通路・避難場所の確認と室
内の家具や家電の耐震固定に加え、寝室や居間などに
「物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこな
い」安全なスペースを作っておくと良いでしょう。
また、最小限の非常持ち出し品を用意しておく、ラ
イフラインが止まっても日分の水や食料などを準備
しておくと安心です。
問合せ 旭川地方気象台 拶‐‐



作品名 「夏の思い出」

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

昨年、全国での救急搬送者数は約

締め付けられる痛みが続く、呼吸

・ 胸・背中 痛む箇所が移動する、

救急車の適正利用について
万人。その内半数は救急搬送が必
要のない軽症者でした。緊急搬送が
本当に必要な人への対応が遅れない
よう、救急車の適正利用について考
えてみましょう。

が苦しい
腹 下血・吐血する、激しい腹痛

いれん、喉に物を詰まらせた、大

その他 冷 汗 を 伴 う 吐 き 気 、 け

・ 手足 力が入らない、しびれる

◎救急車不適正利用の例

不要になった衣類や
電化製品などはどこで
回収していますか？

不要な衣類や小型の電化製

品はリサイクル推進のため、

役場庁舎かクリーンセンター

で無料で回収しています。

役場に持ち込む際は、庁舎

１階の町民生活課３番の生活

環境班窓口で、職員にお声掛

けください。回収対象である

※詳しくは「ごみ分別手引き」
と別紙差込で確認ください

量出血を伴うけが、広範囲のやけ

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、

・病院の待ち時間が嫌だった

エアコン、衣類乾燥機

か確認するため、中身を確認

◎小型電子機器

ど、交通事故、高所からの転落

お願いします。

・診療時間外だった

ます。ご理解とご協力を

します。

×下着、靴下新品でも×

※周りの方が普段の様子と違うこと

め必要なことを聞いてい

・飲酒などで車を運転することがで

器材準備などの判断のた

に気付き、いち早く通報すること
が重要です

連絡、ドクターヘリの要

きないため呼んだ など

ない、ぐったりしている
・ 頭 激しい頭痛、高熱で動けな
い、立てない
・ 顔 しびれる、ろれつが回らな

請、救急活動時の必要資

拶盈２１１９

×和服類



とがあります。病院への

問合せ 上富良野消防署

119 番通報受信時に、

救急車の適正
利用について
詳しくはこち
らから
通報内容を詳しく聞くこ

くん

川 創介

Q

×スキー、スノボウェア



ご協力お願いします

我

広報かみふらの 2021.9

問合せ 町民生活課生活環境班拶盈

×家電リサイクル対象品

役場では使用済みサラダ油
回収ボックスなども設置して
います。ルールを守り、リサ
イクルにご協力ください

不適正利用はやめてください。

◎次のときは迷わず 番通報！
・ 意識 様子がおかしい、応答でき

119

い、物が二重に見える、顔色が悪
い

◎衣類

600

・
・
  










平成年生まれ
平成年生まれ







ひろかわ そうすけ

家族で水族館に行ったことを描
きました。大変だったのは水槽を
水色でいっぱい塗るところ。水槽
にサメや熱帯魚、サンゴがいると
ころを思い出しながら描いたよ！

菅原 丹 花

ちゃん

家の庭で、皆でプール遊びをし
た思い出を描きました。プールの
底に付いているお菓子の模様が細
かくて大変だったけど、たくさん
模様を描くのを頑張ったよ！
か
に
すがわら

認定こども園
上富良野高田幼稚園

かみふっこギャラリー

回収対象外の一例

階は泥流実験模型や全国の火山弾
の展示、階は集中管理室で、十勝
岳の火山泥流の発生などを時間
体制で監視しています。

大地に育まれた火山と共生する美しい丘のまち
～火砕流と農業のコラボレーションから～

②丘のまち郷土学館「美宙」美瑛町栄町4丁目
再利用された美瑛軟石や美瑛産
カラマツ材など、地元建材で建てら
れた「美宙」は、美しい丘の成り
立ちや開拓の歴史、自然などのパ
ネルを展示しています。このほか、
美瑛の産業や文化を映像や床地図
で、視覚的に学ぶことができます。

当協議会の３つのストーリーをテーマとした施設が、上富良野町と美瑛町にあ

成り立ちや砂防ダムなどを紹介。

司当協議会拠点施設を紹介！

階はジオパークのパネル展示や
ミニシアターなど、美瑛の大地の

るのをご存じですか？ 今回は十勝岳ジオパーク構想の取組みを伝え、学ぶ拠点

①十勝岳火山砂防情報センター「ヴォルガ」美瑛町白銀温泉

施設を紹介します。

北海道の屋根十勝岳ものがたり
～繰り返される噴火と人々の共存～

よう！

十勝岳泥流のつめ痕に北の大地を切り拓く
～火山災害と復興を伝える～

入れ
を手に

ップ

周遊マ

③上富良野町郷土館
大正時代としては珍しいモダン

紹介した拠点施設への行き方が

な建築物であった、上富良野村役

一目でわかる「十勝岳ジオパーク

場庁舎がモデルの郷土館。かみふ

構想

の大地の成り立ちなどのパネル展

プ」ができました！

示のほか、開拓の歴史や大正泥流

んでみませんか？

拠点施設周遊ドライブマッ
ぜひ足を運

など、十勝岳の災害史について貴
重な資料が展示されています。
司お知らせ

月１日に延期になり

11

８月に予定していた「現地調査」

日～

30

は、新型コロナ感染症防止のため、

月

ました。

「今月の一冊」

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

「ヒグマ大全」

門崎允昭 著 、北海道新聞社発行

著者半世紀にわたるヒグマ研究の集

大成。
「三毛別事件」をはじめとした

開拓期からの人身事故事例、近年の出

没騒動なども紹介。明治期からの年度

別捕獲頭数などの統計資料付き。

牙 広報かみふらの 2021.9
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拠点施設周遊ドライブマップ
は、公式ホームページでダウン
ロードできるほか、各拠点施設に
配置しています。

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

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

たくさんのご寄付
ありがとうございました
町へ
◎谷キクヱさん

時

万円

町立病院へ
ヘラクレス座
ペガサス座
わし座
＋度
みずがめ座 やぎ座

止

止

黄道

木星

南東

南南東

土星

南

万円

社会福祉協議会へ
へびつかい座
度

いて座
東南東

万円
万円
５万円

ラベンダーハイツへ
◎渡辺延英さん

止

うお座

◎谷キクヱさん
◎水島雅夫さん
◎田正子さん

－度
南西
西南西

南南西

◎前川原良一さん
◎水島雅夫さん
◎阿部良子さん

３万円
３万円
３万円

月日月時の上富良野の星空です。南の空には太陽系で最大の惑
星「木星‐等」と番目に大きい「土星等」が輝いています。

月の天体観望会

土星は月日、木星は月日に「衝しょう」を迎え、観望の好機となっ
ています。好機とはいっても、これらの惑星は大変遠いので、地球からの
距離が最も近いときと最も遠いときとでは、見かけの大きさの変化はあり
ません。土星は木星があまりにも明るいために暗く感じますが、等星と
して十分な明るさを持っています。土星の環を確認するためには、最低で
も倍以上の倍率が必要です筆者の感覚。バードウォッチング用の双眼
鏡では、木星のガリレオ衛星と同様に明るい衛星タイタン／ティタン
等を観察することができますので、お持ちの方はぜひ双眼鏡を向けてみ
てください。地球から見た傾きのため、土星の上側に来たり、横に来たり
としますが、約日で土星の周りを回る姿が確認できます。木星のガリレ
オ衛星は双眼鏡を木星に向けたときに、ほぼ一直線に並んでいるので分か

法人東亜天文学会会員の犬上達也
さんを講師に、月や土星、木星などを観
望します。中止の場合は時以降に連絡
します。
日時 月日木 ～
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 月日水
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈

りやすいでしょう。この個の惑星は「やぎ座」を背景にしています。神
話ではこの星座は、野山の神で羊飼いの守り神パーンの姿とされていま
す。もともと上半身が人間、下半身がやぎの姿だったパーンが神々の宴
会に参加したとき、突然現れた怪物に驚き、ナイル川に飛び込み、魚に
変身して逃げようとしましたが、あまりにも慌てたので、下半身しか魚
になれなかったということです。やぎ座は～等星で構成され、あまり
目立つ星座ではありませんが、このつの惑星を手掛かりにイメージを
止

タイタン

浮かべてみてください。
※「衝」とは外惑星火星・木星・土星などが地球から見て太陽の反対

月日月時の土星

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
株式会社須田製版旭川支社

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

側度に位置することを指します

● 人のうごき ●


は前月比

令和年月日現在

人口 10,362 人 （－）
男
5,308 人 （－）
女
5,054 人 （＋ ）
世帯 5,318 世帯 （－）
～ 十勝岳ジオパーク構想第回ジオフォトコ
ンテスト入賞作品展が郷土館で開催されました。
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