四季彩のまち kamifurano

あなたに届けたい想いがある…

11

2021

こ

う

ほ

NO.750
う

主な内容

そろそろ、あなたも マイナンバーカード
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まっています

みんなで楽しくお化けカボチャづくり！
～公民館講座ハロウィンパーティー～

そろそろ、あなたも

マイナンバーカード！

マイナンバーカードの
健康保険証利用が始まっています

健康保険証として利用するには
●まずは「初回登録」が必要です

マイナンバーカードが
ますます便利に！
●健康保険証としてのメリット
保険証として利用できます 保険者

・就職や転居、引っ越しをしても健康

薬剤情報などが確認できます

・マイナポータルを活用して、自分の

●健康保険証以外にも
・公的な本人確認ができるものとして
・ｅ‐ｔａｘ 確定申告など の利用
・児童手当に関する手続きがオンライ
ンで

日開設の個人番号カード

の支援を行っています。健康保険証の

町民生活課総合窓口班では、手続き

●マイナポータルが利用できない方へ

で居住地で受け取ることが可能です。

市区町村において、居所登録すること

ことができない場合は、住民票のある

やむを得ない理由により、受け取る

嘩

広報かみふらの 2021.11

い。

また、マイナンバーカードの取得の

時間

マイナンバーカードを
紛失した場合は

ための手続きも支援しています。

●

コールセンターに連絡

個人番号カードコールセンターに電

話をすれば、カードの一時停止措置が

取られ、カードの第三者によるなりす

まし利用を防止します。

個人番号カードコールセンター

拶０５７０‐７８３‐５７８

マイナンバーカードＱ＆Ａ

●必ず申請しなければいけないの？

義務ではありませんが、各種手続き

インでの本人確認の手段で用いられる

におけるマイナンバーの確認とオンラ
などに活用できます。

ほか、電子証明書を使用したコンビニ

交付サービスに利用できます。

●諸事情で住所変更ができない場合、

マイナンバーカードや個人番号通知

「初回登録」が必要な方は、マイナン

居所登録については、住民票のある市

書の受け取りはどうしたら良いの？

バーカードを持参し、パスワード 数

区町村でご相談ください。

役場窓口でサポートします！

されています。

申請や運転免許証などへの拡大が検討

今後、国からの給付金のオンライン

書がコンビニなどで取得できる

・戸籍証明書や住民票などの各種証明

365

マイナンバーカードを健康保険証と

への加入届出の手続きは引き続き必

立病院と小野沢整形外科で利用できま
す。そのほか利用できる医療機関や薬
局は、厚生労働省のホームページでご
確認ください。
なお、利用できる医療
機関や薬局は、今後拡大
される見込みです。

24

して利用するには、マイナポータルか
ら健康保険証利用の「初回登録」が必
要です

・限度額認定証が無くても、高額療養

で登録できます。
登録方法は、こちらの
ください。
●健康保険証としての使い方

を行います。

ワード 数字４桁 入力により本人認証

顔認証かマイナンバーカードのパス

してください。その後、

イナンバーカードをかざ

医療機関や薬局の受付に設置してあ



月 日現在、町内では上富良野町

●利用できる医療機関・薬局





字４桁 を確認のうえ、お越しくださ
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10

除されます

マイナンバーカード読み取り対応のも

マイナポータルをご確認

要です。セブン銀行やスマートフォン



費制度の限度額を超える支払いが免

るカードリーダーに、マ







の 、パソコン カードリーダーが必要

町民生活課総合窓口班

拶盈
問合せ・申込み

読書に親しもう
図書館まつり

図書館まつりが公民館で開催され、
約 人が来場しました。
毎年恒例の古本や寄贈本を提供する

地域福祉に貢献
添田さんに社会貢献賞

伝達式が役場で行われ、上川総合振

添田美恵さんが民生委員児童委員と

興局保健福祉部蛯名勝徳子育て担当部

「本のリサイクル」では、開場前から

読み聞かせ会は、親子連れで会場に

して、長年にわたり地域福祉に貢献さ

用意された席が埋まり大盛況。読み聞

長から表彰状が手渡されました。式に

長蛇の列ができたほか、読み聞かせボ

かせ会ムーミンによる絵本や紙芝居な

出席した斉藤繁町長は「昨今の複雑な

れた功績により、北海道社会貢献賞を

どの読み聞かせのほか、ふらのものが

社会状況のなか、 年以上にわたり、

ランティア団体による読み聞かせ会や

たり文化の会による表現劇が行われま

活躍されたことに敬意を表したい」と

受賞しました。

した。絵本「すっぽんぽんのすけ」を

感謝の言葉を贈りました。

映画鑑賞会が行われました。

聞いた児童は「すっぽんぽん の響き
が楽しかった」と笑顔で話していまし
た。

人

グループに分かれて実施しました。
東中の田中いちご園を訪れた

添田さんは、平成 年から上富良野
町民生委員児童委員を務めています。

全道大会参加の上中卓
球部員へ報奨金が授与
月８～

から教わりました。田中さんがイチゴ

日、函館市 に出場した、上富良野中

北海道卓球選手権大会

上富良野小学校５年生が総合的な学

にまつわる問題を出したり、質問に答

くらあるの」との質問も

た。児童から「儲けはい

と驚きの声が上がりまし

が 手 渡 さ れ ま し た。 ２ 人 を 代 表 し て

われ、林敬永教育振興課長から報奨金

授与式が社会教育総合センターで行

最後には、一人ひとり
にイチゴがプレゼントさ
れ、児童から笑顔があふ

グルスに出場し、１回戦敗退でした。

もに、一般の部とジュニアの部のシン

大会結果は佐々木さん、吉田さんと

会への意気込みを語りました。

れるよう頑張ってきます」と力強く大

佐々木さんが「全力で１点でも多く取

んへ報奨金が贈られました。


10
飛び出し、タジタジにな

物だよ」には、「えっ！」

習の時間で、上富良野の農業について

は、イチゴ栽培について田中紀子さん

18

15

２年佐々木俐乃さんと１年吉田結菜さ

農業のヒミツを探る
上小総合学習の時間

300

える形で進行。
「 イチゴはバラ科の植



10



る場面もありました。

どのイチゴが甘いかな？

れていました。

貨 広報かみふらの 2021.11

大型絵本による読み聞かせの様子
学習。野菜栽培や農業機械体験など４

イチゴに児童も興味津々

北海道社会貢献賞を受賞した添田さん中央

全道大会に出場した佐々木さん左と吉田さん右

10/5
10/6


14

10/2
10/5

稼ぐ、賑わす、遺す
ロケ実践セミナー

不審者の対応策を学習
西小防犯教室

上富良野西小学校で全校児童を対象

に防犯教室が行われました。長谷川誠

敬 まさのり 上富良野交番所長が、不

導。今年度は初の試みで、体育館で実

施される防犯教室の様子が各教室へラ

イブ配信されました。

不審者への対応を実技で学ぶ模擬体

験では、警察官が不審者に扮し、児童

へ声掛けを実演。多くの児童が大声で

助けを呼び、逃げ出しましたが、なか

には不審者の誘い言葉に付いて行く場

面もありました。長谷川所長は「防犯

標語『いかのおすし』を覚えて、いざ

というとき実践してほしい」と児童へ

呼び掛けました。

迦

広報かみふらの 2021.11

上富良野高校体験入学が行われ、近
隣市町の中学３年生 人が参加。教育
課程の説明を受けたほか英語、理科、

ロケーションジャパン編集長山田実
希氏を講師にかみんで開催。参加者

有名人の発信力の活用やメディアで

ら道立高校の授業で必須となるパソコ

パソコン教室で行われた商業の授業

ロケ地を取り上げられたときの経済効

人がロケの実例などから効果的なＰＲ

では、表計算ソフトを使って帳簿の入

果などの紹介のほか、シーン写真に関

ンの購入費の一部が町から助成される

力や領収証の発行を体験。高校生から

れ、 地 域 の プ ロ モ ー シ ョ ン が 抜 け が

する権利処理のワーキングが行われま

上富良野中３年𠮷田美月さんは「学

ち。いつ、だれに、どんなことをした

した。山田編集長は「ロケ対応に追わ

校生活を分かりやすく教えてもらい、

いかを念頭においておくことが重要」

専門用語の解説やパソコンの操作方法

よ り イ メ ー ジ で き た。 上 高 に 入 り た

と参加者に説明しました。

人が参

公民館講座
「ハロウィンパーティー」
が 公 民 館 で 行 わ れ、 小 学 生

不審者に掴まれ「助けて！」と叫ぶ児童

い」と話していました。

の指導を受けながら行いました。

方法、権利処理について学びました。

25

ことも紹介されました。

商業の授業を体験しました。来年度か

10/26
10/27

シーン写真活用のノウハウを伝える山田編集長

審者に声掛けされたときの対応策を指



加。ＡＬＴのブライアン先生、クリス
ティン先生とお化けカボチャ作りや英
語を使ったゲームを楽しみました。
お化けカボチャ作りは２～３人１組
で協力しながら、小型のこぎりを使っ
て、目や口を切り抜いて完成させまし
た。完成した作品から、ブライアン先
生とクリスティン先生が入賞作品を選
び、受賞者にご褒美のお菓子がプレゼ
ントされました。
今年初参加の上富良野西小２年鴨志

と笑顔で話していました。



24

上高の魅力を紹介する
上高体験入学

お化けカボチャ作りで
ハッピーハロウィン！

帳簿の作り方を学ぶ中学生
顔を切り抜く作業は真剣そのもの！

46

田真碧 まお さんは「全部が楽しかっ


た！ ハロウィンが楽しみになった」



10/15
10/23

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

令和３年第２回定例会

近 内 栄 一 富良野市教育委員

育長の任命

◎富良野広域連合教育委員会教

富良野広域連合議会

令和３年第２回富良野広域連
合議会定例会が、 月 日に富
良野市議会議事堂で開催されま
会教育長
員の任命

◎富良野広域連合教育委員会委

人事案２件、認定１件、財産取
森 田 智 恵 子 占冠村教育委員

提出された補正予算案１件、

した。

得１件が原案どおり可決・認定
会委員

万２千円

れに追加しました。
歳入
・市町村負担金
万１千円

・繰越金 ４千 万３千円
・諸収入 雑入

長年にわたって防犯活動に貢献

した個人・団体に贈られる全国防

犯協会連合会表彰で、町生活安全

ランティア団体に選ばれました。

月日、表彰式が富良野市保

健センターで行われ、表彰状が巽

例月出納検査結果報告 令和

・監査委員報告

◎その他会議に付した案件

グランドケトル ２台

・富良野学校給食センター

控除され税額が軽減されます。

として、その年の課税所得から

場合と同様に、社会保険料控除

保険などの社会保険料を納めた

国民年金保険料は、国民健康

問合せ 町民生活課総合窓口班

の際は必ず添付してください。

明書」が送られますので、申告

保険料 国民年金保険料 控除証

上旬に日本年金機構から「社会

保険料を納めた方には、 月

年金

対象は令和３年１～ 月まで

納めた国民年金保険料は
社会保険料控除の対象です
のお話

２年度１～５月分、令和３年度

◎財産の取得について

ついて

般会計歳入歳出決算の認定に

されました。

万 千円を歳入歳出それぞ

般会計補正予算

◎令和２年度富良野広域連合一



◎令和３年度富良野広域連合一



間に支払った過去の年度分や追

に納められた保険料で、この期

旭川年金事務所

拶盈６９８５

・令和２年度富良野広域連合教

４～８月分

拶０１６６‐２７‐１６１１
司出張年金相談所

～ 時

年金相談は予約制です。事前
にお申込みください。
月２日 木
場所 富良野市役所

日時

申込み・問合せ 旭川年金事務

拶０１６６‐７２‐５００４

所お客様相談室

には、年末調整や確定申告を行
を支払ったことを証明する書類

うときに、領収証書など保険料

社会保険料控除を受けるため

が受けられます。

払っている場合も合わせて控除

や家族の国民年金保険料を支

納された保険料のほか、配偶者
育行政評価報告
問合せ 富良野広域連合事務局
総務課

拶曳１２２１

万５千円

総務課財政管理班
拶盈６９８０

万９千円

万２千円

万円

万６千円

万円

・連合債 △４千 万円
・国庫支出金
歳出
・消防費
消防本部費
常備消防費

会長に贈られました。

11

16

非常備消防費

消防施設費

全国防犯協会連合会表彰
の添付が必要です。

過 広報かみふらの 2021.11
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広報かみふらのに掲載いただける
有料広告を募集しています。町内全
域に配布する広報紙で宣伝してみま
せんか？
サイズ・掲載料回につき
縦 cm ×横  cm
円
縦 cm ×横 cm 円
申込み・問合せ
町民生活課自治推進班 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

推進協議会巽俊明会長が功労ボ




15

25 135 112 16

12

10

212

823

800 41

13
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289

 



有料広告募集中！

防災行政無線 FAX 送信サービス・電話応答サービス



します
６



ピックアップ
ョン
インフォメーシ

今月の



報告
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お知らせ

information

助けられながら、ここまでたど

トしたばかりの斉藤町長をしっ

の就任となりました。

募集

富良野緑峰高等学校
農業特別専攻科入学生

せいただき、ご指導をいただき

引き続きご意見・ご要望をお寄

募集人数

内容 作文

場所 富良野緑峰高等学校

て上富良野町の更なる発展を念

人

月７日 金 ～

日 木

時

申込み・問合せ 富良野緑峰高

等学校農業特別専攻科

拶鰻２５９４

furanoryokuho-z@hokkaido-c.ed.jp

相談

旭川人権擁護委員協議会
特設人権心配ごと相談所

月４～ 日は「人権週間」

終わりに、町民の皆様方のま

セクハラ、
家族関係、
金銭貸借、

人権擁護委員が近隣との争いや

霞

広報かみふらの 2021.11

十勝岳の峰々も雪化粧をし、

自家の農業に従事しながら、

かりとサポートしながら、これ

いくよう努めていきます。その

り着いたのだと思います。それ

ためには、今まで以上に議員の

平成２年に役場に就職以来、
く、町行政全般についてこれか

専門的知識と技術を学びたい方

冬の到来を感ずる季節となりま

ら一層勉強していかなければな

皆様はもとより、町の皆様とコ

を募集します。

らの課題を一つひとつ解決して

らないと感じています。

ミュニケーションを取り、お話

ほど多くの部署を経てもいな

町を取り巻く状況は、人口減

修業年数 ２年

月 日 月

ズ・アフターコロナの経済対策

ますようお願い申し上げ、就任

検査日

などの緊急的な課題のほか、町

大切だと考えておりますので、

立病院や子どもセンターの建て

のごあいさつといたします。こ

昨今の地方自治を取り巻く状

じつつ、これまで賜ったご厚情

字 、面接

替えなどのハード整備、医療・

れからもどうぞよろしくお願い

況は、成長期に整備が進められ

に、少しでも報いてまいりたい

申込期間

福祉・教育などさまざまな課題

いたします。

た多くの社会資本の経年劣化が

と思っております。今後とも変

これからは、私も一町民とし

顕著となっている反面、人口減

わらぬご厚誼 こうぎ を賜りま

すますのご健勝とご多幸を心よ

です。特設心配ごと相談では、
地域社会を築いていかなければ

いじめの問題などあらゆる相談

すようお願い申し上げます。
ならないかという難しい課題に

りご祈念申し上げ、退任のごあ

～ 時

直面しておりますが、未来に希

月 日 水

拶盈６９８７

問合せ 保健福祉課福祉対策班

場所 かみん

日時

に無料で応じます。

力をいかに維持し、持続可能な

少が急速に進む中で、地域の活

お礼を申し上げます。

が山積しています。昨年スター

ロナウイルス感染症対策やウイ

を伺いながら進めていくことが

年間勤務させていただきまし
たが、町の皆様、職場の皆様に

佐藤雅喜

少・少子高齢化に加え、新型コ

した。皆様方におかれましては
日頃より町政に対し、ご理解と
ご協力を賜り心より感謝申し上
げます。
私こと、 月１日付けで副町

副町長

就任のごあいさつ

退任のごあいさつ
石田昭彦

31


いさつといたします。

ただき、約 年間の役所生活を

様と議会、行政の協働のもとに

前副町長

１

長に就任いたしました。９月定
例町議会でお認めいただいたの
ち、これまで以上に副町長とい
う重責が一層じわじわと重く感
じられ、本当に身の引き締まる
思いと不安が入り混じった中で

先日行われました９月定
例町議会において、副町長
が選任されました。

秀峰十勝岳も、雪化粧を施し
冬の装いとなってまいりまし
た。町民の皆様には、長引くコ
ロナ禍で窮屈な思いの中ではあ
りますが、ご健勝にてお過ごし
さて、私こと 月 日をもち

のこととお喜び申し上げます。

12
望の持てる「四季彩のまち・か

良野町職員として奉職し、平成

無事終えることができました。

進められますことを、期待する

みふらの」づくりを、町民の皆

年 月からは、副町長として

これも、多くの皆様のご厚情と

17

まして副町長を退任いたしまし



31

故郷「かみふらの」のまちづく

13

た。顧みますと昭和 年に上富




１ 20
800

20
 

12

10

１
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60

ところであります。

11

12

10

ご支援の賜物と、心より感謝と

37

11

りに微力ながら参画をさせてい

29

お知らせ

information

ルンルンアクア
分
①・②
リズム運動♪

時
～時

パワー筋トレ
分
③・②
筋力 UP

時

12

６





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
↓
↓
↓
アクアビクス
頑張るダイエット
頑張るダイエット チェンジボディ 頑張るダイエット
分
分
分
分
分
②・③
①・①
②・②
②・②
②・②
THE ダイエット リズム運動♪ THE ダイエット 腰痛さんに！ THE ダイエット
一般利用教室終了後～分間 流水タイム
スリムウォーク 脚力のすすめ チェンジボディ 燃焼ウォーク
分
分
分
分
一般利用
②・②
①・①
②・②
②・②
痩せやすい体へ 膝痛さんに！ 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
脚力のすすめ よくばりアクア スリムウォーク チェンジボディ 燃焼ウォーク
分
分
分
分
分
②・②
②・③
②・②
①・①
②・②
膝痛さんに！ 水中運動総集版 痩せやすい体へ 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

福祉

～時

かみ ん の プ ー ル ・ 浴 室
休止のお知らせ

パワー筋トレ
分
③・②
筋力 UP

月 日 月 ～９日 木 は清

時

掃とボイラ修理のため、プール

一般利用

と浴室の利用を休止します。

時
時分

問合せ

問合せ 保健福祉課福祉対策班

月

拶盈６９８７

かみんプール教室スケジュール 【月日～月日】

保健

12

新型 コ ロ ナ ワ ク チ ン 接 種
につ い て

未接種者、接種日に 歳到達

17
 
 

者に個別案内していますので、

月 日 水

12 11

ご確認ください。

接種日
月１日 水

※２回目の接種は４週間後です

場所 上富良野町立病院

問合せ 保健福祉課ワクチン専



拶悦７８８９

月 日付

１

用電話

人事

上富 良 野 町 職 員 人 事

酸異動

副町長

・企画商工観光課長事務取扱

拶盈６４００

問合せ 総務課総務班


11

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

楽しく学ぼういつまでも！

象経費の２分の１以内、 万

補助限度額 １事業について対

円を限度とします

生生 涯涯 学学 習習 情情 報報

※予算の範囲内で決定します。

予算額を超える申請があった

30



場合は、調整を行います

月 日 火

11

申込み・問合せ
教育振興課社会教育班
拶盈５５１１

申込期限

冬季間の運動不足解消、健康

社会教育総合センター
期間利用券販売中！

期間利用券。ウォーキングや筋

増進のため、社会教育総合セン

冬の健康づくり週間

力トレーニングなど健康維持・

ターのアリーナ、ウォーキング

12

社教センターの利用にお得な

増進にご活用ください。

19



コース、トレーニング室を個人

定期利用団体が使用している

13



種類・金額 ３カ月券 ３千円

場合がありますので、事前にご

月 日 土 ～ 日 金

11

利用に限り、無料開放します。

ナ、
トレーニングルーム、
ジョ

対象施設 アリーナ、小アリー

確認をお願いします。


2.5

カ月券 ９千円

ギングコース 個人利用でき

期間



㎝×縦

道民カレッジ連携講座

る場所に限ります



購入方法 顔 写 真 横

３㎝ を１枚持参のうえ、社

会教育総合センターでお買い

いしずえ大学との連携講座と

して、いしずえ大学音楽講師出

蚊 広報かみふらの 2021.11

澤望さんの「ピアノコンサート」

30

を開催します。どなたでも無料

時 分

９

で参加できます。

月 日 金

26



求めください

自主企画芸術鑑賞事業
追加募集

日時

場所 社会教育総合センター

25



演劇鑑賞や音楽鑑賞などの公

演を自主企画し、町民に芸術鑑

申込期限
月 日 木

賞を広める団体に補助します。

事業対象者 町内に居住し、自

主的に公演などを企画運営す

る５人以上で構成された団体

11

11



10

平成年生まれ
平成年生まれ

大雪が発生！
注意するポイントを紹介

■移動が困難になる

交通機関のまひで帰

フラインが断たれるこ

物資が届かなくなる恐れもあります。

俄

広報かみふらの 2021.11

～ファイヤーマンから炎炎 のメッセージ～

冬の救急事故を防ぎましょう
年末年始は餅などの窒息事故が多

司窒息事故について

◎転倒を防ぐポイント

くなりますので気を付けましょう。

司冬道の転倒事故予防と対処法
・かかとから着地しない

◎窒息事故予防法のポイント

外出は控えましょう。

宅が困難になることも

■電気・水道などが使えなくなる

・食べ物を細かく刻み、口に入れる
・口に物を入れながら話さない

あります。不要不急な
・乳幼児や高齢者との食事をすると

ときは少量で、ゆっくりよく噛む

・歩幅を狭くして歩く
・足裏全体でゆっくり歩く
・マンホール、側溝のふたなどは積
雪で滑りやすくなるので注意する
◎転倒したときの応急手当

◎喉に詰まってしまった場合

とがあります。ガスボ

大雪による設備の破損などで、ライ
・咳をすることが可能であれば、で

ンベなどの燃料、ラン

きは、食事の様子を見守る

病気を引き起こすことがあります。

きるだけ咳を続けさせる。咳は異

タン、懐中電灯、毛布

▼頭を打ち付けた場合

意識がない、嘔吐 おうと する、激

物の除去にもっとも効果的です

脳内に出血が起こるなど、急性の

しい頭痛がある場合は、医療機関を

やカイロなどの防寒具

■物資が不足する
通報を！ 救急車

食料や常備薬、粉ミ

道路の通行止めなどで家が孤立し、
が到着するまで胸

しょう。

安全な場所で過ごしま

ます。危険な場所を避け、

雪崩が起きたりすることがあり

雪の重みで建物が倒壊したり、

■建物が倒壊する、雪崩が起こる

確認しましょう。

のがないか、早めに

に入らないと困るも

ルクなど、長期間手

拶盈２１１９

問合せ 上富良野消防署

ときのために受講しましょう。

講座を行っています。いざという

除去法などを学ぶ救命講習、出前

消防署では心肺蘇生法や異物

骨圧迫を実施する

119

作品名 「あきのくだもの」

・背中の肩甲骨の間を、手の付け根

を固定します。 変形している場合
▼出血した場合

を指先や手の平で強く圧迫します。

を傷口に当て、その上から出血部位

清潔なガーゼかハンカチ、タオル



を用意ください。

受診するか 番通報しましょう。

・意識、呼吸がない

で力強く連続して叩く
患部を冷却パックや氷水などで冷

場合はすぐに 番
無理に動かさず副

▼骨折が疑われる場合

やすと内出血や腫れを軽くします。



は無理に元の形に戻さない



ね
あらお
さとう かえら



▼捻挫・打撲した場合

119

木 添え木 になるも


ので上下の関節まで



荒生 すず音ちゃん

好きなりんごをちぎり絵にしま
した。紙が薄いから、のり付けす
るとき手にくっついたりして、す
ごく大変だった！ 文字を下書き
どおりに筆で上手く書けたよ！
ちゃん

佐藤 叶來

ぶどうの実を、うす紫色と濃い
紫色で表現したところがポイント
です。お花紙を細かくちぎるとこ
ろが楽しかったけど、貼るのはベ
タベタして難しかった！

認定こども園
わかば中央保育園

かみふっこギャラリー

問合せ 総務課基地調整・危機管理室 拶盈

司ぜひ受講ください！
「ジオパークサポーター養成講座」
月 日、十勝岳ジオパークサポー

司美瑛高校で防災学習を実施

９月 日、美瑛高校の生徒約 人が

防災について学びました。

い山谷圭司氏が十勝岳エリアのアイヌ

彫刻家で、松浦武四郎の研究で名高

ザードマップの活用や町での備えにつ

半は美瑛町役場の防災担当職員が、ハ

噴火や洪水について講義しました。後

授業前半は、十勝岳ジオパーク推進

ル」入賞作品が決定しました！

語地名について講義しました。山谷氏

いて話しました。その後、生徒たちは

ター養成講座「地域資源を生かしたま

当協議会と国立大雪交流の家の職員

はアイヌ語地名の解釈について「資料

避難所で使用される段ボールベッドの

協議会の中村有吾専門員が、美瑛町付

が各小学校を回り、一次審査を実施。

を見るだけでは難しく、自分の足で実

組み立てを体験しました。

ちづくり」が、役場とオンライン配信

住のフォトグラファー中西敏貴審査員

防災・教育部会内で二次審査を行い、

際に歩き、 年前に思いを馳せてみて

近の大地の成り立ちと想定される火山

長に選考いただき受賞作品が決定しま

「協議会長賞」
「部会長賞」
「入選」が

応募作品１千 件の中から、美瑛在

ています。
引き続き第２期 締切は令和４年１
月 日 も募集しています。

を選ぶのは難しく、苦渋の決断を迫ら

多くの優れた作品の中から入選作品

ちしております。

たが、引き続き皆さんのご参加をお待

今年度の講座は残り数回となりまし

「今月の一冊」

司図書館ふれんどジオ図書コーナー

関先生に聞いてみた」

「北海道開拓の素朴な疑問を

れる審査となりました。小学生の作品

◎次回の講座

関 秀志 著 、亜璃西社発行

だんに使用。北海道のルーツについて

文は対話形式となっており、図もふん

く、分かりやすく紹介しています。本

関秀志先生が開拓生活の実像を面白

北海道開拓史研究の第一人者である




◎最優秀賞

を見ると「ジオパーク」が地域に浸透

「十勝岳ジオパークの気候」
16



「ムーン・アーベンロード」

してきていることを実感しました。

24




横江 憲一

時

日時

月 日 水

◎協議会長賞 上富良野町分

場所 かみん ※オンライン受講も可

11

662



100

「どきどきわくわくなつやすみ」
工藤朱里 上富良野小１年
塩飽翔琉 上富良野小２年

「国きの本」

「上富良野に住む生き物」

滝本一颯 上富良野西小３年
「十勝岳から町を守る仕組み」
志賀瑞姫 上富良野西小４年
「縄文時代を知る」

髙松泰士 上富良野東中小５年



結果発表

した。詳しくはホームページに掲載し

で実施しました。

100

納得できる」と話していました。

司小学生「夏休み自由研究コンクー

13

決定しました。

司第２回フォトコンテスト 第１期 の

10

24

気軽に親しめる一冊です。

峨 広報かみふらの 2021.11



「十勝岳と一緒に暮らす町」





渡部伶人 上富良野小６年

サポーター養成講座の様子
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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

StellaNavigator11 ©2019 AstroArts inc.

時

度
みずがめ座

止
止

止

土星

くじら座

おうし座
止
東北東

アルテバラン

東

東南東

－度
南東

南

南南東

町立病院へ
５万円

社会福祉協議会へ

木星

月

5 万円
3 万円

◎菊池美明さん

止

黄道

M 
止

町へ
◎宮下次美さん
◎菊池美明さん

時

ペガサス座
ペルセウス座

たくさんのご寄付
ありがとうございました

南南西

月日金時分の上富良野の星空です。この夜は今年回目の月

◎宮下次美さん
５万円
◎ふらの農協酪農部会
牛乳贈答券万円相当
◎林恵美子さん
3 万円
◎新屋清美さん
3 万円
◎歌三昧
2 万円
◎谷﨑努さん
3 万円
◎海老名弘子さん
2 万円

食で「部分月食」とはいえ、約％が欠けるため、皆既に近い月食が見ら
れます。そのため、やや東寄りの星空を表示しています。月食は「満月」
で太陽・地球・月の並びが一直線になるときに起こります。真っ正面から
あたる太陽光が地球によって遮られた結果、地球の大気をすり抜けた光に
よって月が淡く赤く照らされる現象です。
冬至のカ月ほど前であるため、
日没は時分ごろですが、このときには既に月食が始まっています。い
つもの満月であれば、その明るさに星空はかき消されてしまいますが、皆
既に近い状態のときは星座もくっきりと見え、赤銅色の満月とともに「お
うし座」のすばる M プレアデス星団や冬の星々を楽しむことができ
るでしょう。肉眼で星を何個数えられるか試してみてください。
「すばる」
の下に見える等星は「赤色巨星」の一つである「おうし座」の等星アル
デバランです。このあたりは星々が散らばっていて「ヒアデス星団」と呼
ばれています。双眼鏡をお持ちの方は、ぜひ眺めてみてください。
前日日は、年に大出現を見せた「しし座流星群」の極大日です。
残念ながら観測条件はよくありません。年周期で太陽に最も近づくテン
ペル・タットル彗星を母天体としており、年ごろ爆発的な出現が期待
されます。
小惑星ファエトンを母天体とする冬の風物詩「ふたご座流星群」は、
月～日にかけてピークを迎えます。特に月が沈む明け方時以降は
好条件となります。平日の真夜中でとても寒く雪の多い季節ですが、万全
の体制で楽しむことができるといいですね。

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

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、月や双子座流星群極大
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 月日火 ～
場所 社会教育総合センター
定員 人中学生以下は保護者同伴
参加料 無料
申込期限 月日月
申込み・問合せ
教育振興課社会教育班 拶盈
月食の流れ

時刻

高度

部分月食が始まる



日没



食分約％



度

食分約％最大



度

食分約％



度

部分月食が終わる



度

● 人のうごき ●


は前月比

令和年月日現在

人口 10,371 人 （－）
男
5,312 人 （－）
女
5,059 人 （－）
世帯 5,338 世帯 （－）
 かみふらのミニ収穫祭。農協会場では斉藤
町長から来場者へ地場産新米が手渡されました。

広報かみふらの 2021.11

我

