ま ち の わ だ い

MAKUBETSU TOWN NEWS

町内の主なできごとと、頑張っている皆さんの姿をお伝えします！
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しらかば大学入学式
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新入学児童街頭啓発

新たに34人が仲間入り

子どもたちの通学見守る

しらかば大学の入学式が町民会館で行われ、34人の
新入生が新たな学びをスタートさせました。
しらかば大学は60歳以上の町民を対象とした学びの
場で、軽スポーツや脳トレ、毛筆など、それぞれの専門
科目に分かれて学んでいます。
在校生を代表し、三校学生自治会連絡協議会の内野
三八男会長が「みんなで楽しく学び、新たな生きがいを
みつけましょう」と歓迎の言葉を贈りました。

春の全国交通安全運動の一環と
して新入学児童街頭啓発が町内
の小・中学校通学路で行われ、生活
安全推進員や町内事業所の社員ら
が子どもたちの通学を見守りまし
た。新１年生は軽やかな足取りで
「おはようございます！」と元気に
あいさつを交わしていました。

板橋文夫ジャズピアノコンサート

地震・津波避難訓練

板橋文夫ジャズピアノコンサートが忠類保育所で開
催され、来場した100人が迫力あるピアノ演奏を楽しみ
ました。
板橋さんの演奏と一緒
に十勝管内で活躍してい
る「グラッチェ‘95」が賛助
出演され会場が盛り上が
りました。

大樹町晩成福祉館で行われた地震・津波避難訓練に、
津波浸水予測地域の対象となっている忠類晩成地区の
住民が参加し、災害発生
時に備えて避難経路など
を再確認しました。避難
所ではアルファ米や炊き
出し訓練で作った豚汁が
振る舞われました。

迫力あるピアノ演奏で魅了

4/２

笑顔で今季を振り返る

「最高の感動をありがとう」…
３月 日㊎、平昌冬季五輪ス
ピードスケート女子で金メダ
ルを獲得した髙木菜那選手・髙
木美帆選手の帰郷に合わせ、札
内コミュニティプラザで特別
町民栄誉賞副賞の特産品の贈
呈が行われました。
昨年４月から毎月、町の特産
品を贈呈してきましたが、３月
が最後となるため、直接手渡し
したいとの思いから打診した
ところ、２人揃っての贈呈が実
現しました。
特産品を受け取った２人は
時折、笑顔を見せながら今季の
レースを振り返るとともに、来
季に向けての意欲を話してく
れました。
町長からは「リフレッシュし
て次のシーズンも頑張ってく
だ さ い 。」と 激 励 の 言 葉 が 贈 ら
れました。

髙木姉妹に最後の特産品贈呈
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災害に対する意識高める
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ライオンズクラブ クリアファイル寄贈

バルシューレ教室

ライオンズクラブ（水野徳道会長）が教育委員会を訪
れ、町内の新入学児童に渡すクリアファイル250枚を寄
贈しました。
クリアファイルはＡ４サイズで、交通安全の旗を
持ったパオくんがプリントされているもの。
水野会長は「入学祝いとして学校でも使えるものを
考えた。ぜひ役立てて欲しい」と話していました。

農業者トレーニングセンターで「バルシューレ教室」
が行われ、子どもたち20人が参加しました。
「バルシューレ」はドイツで生まれたボール遊び教
室。仲間たちとゲームに取り組むことで自発性や社会
性、思考性を身につけていくことができるプログラム
です。
参加した子どもたちからは「とても楽しい！」と笑顔
が絶えず、90分間のプログラムを楽しんでいました。

学校生活に役立てて

ボール遊びに心地よい汗
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研修生の感想

オーストラリアで
学んだこと、感じたこと
10

人入学

校
南小学
◀札内

ホストファミリー

人入学

時田 実奈
（江陵高）
笹谷 頼志
（忠類中）
色々な場所に行ったが、 ボタニックガーデンに
動物園で見たコアラが 見たこともない花や木
があり面白かった。
印象的だった。

【海外研修の主な日程】
上田 遥奈
（札内中）
小熊 雛
（札内中）
３
月
日㊏
山登りは体力的には
ＨＦと一緒に毎朝違う
・出発式（とかち帯広空港）
ハードだったが、
景色
コースを走ったことが
・羽田空港出発
がきれいだった。
印象的だった。
３月 日㊐
・シドニー国際空港到着
・キ ャ ン ベ ラ 市 メ ル ロ ー ズ ハ
イスクール到着
・ホームステイ開始
３月 日㊊～３月 日㊍
・学校体験プログラム
（ブーメラン投げ、登山、国立
髙橋 愛奈
（札内東中） 水谷 明慎
（札内東中）
科学技術センター見学等）
オペラハウスの椅子の オーストラリア特有の動
・さよならパーティー
数にビックリ！
物カンガルーやコアラに
３月 日㊎
ふれあえて良かった。
・メルローズハイスクール出発
・シドニー到着
３月 日㊏
・シ ド ニ ー 市 内 見 学（ オ ペ ラ ハ
ウス等）
３月 日㊐
・シドニー市内見学
・シドニー国際空港出発
４月１日㊊
・羽田空港到着
・解散式（とかち帯広空港）

中学生・高校生 人が海外派遣事業として平成 年３月 日～４月１日の 日間、
オーストラリアを訪れました。研修生たちはホームステイをしながら現地の学校の
授業などを通じ、日本との文化や習慣の違いを学びました。

井上 千聖
（札内中）
やりたいことがなかっ
た自分が将来の夢を決
めることができた。

ホストファミリー

レイン 柊 リサ（幕別中） 渡邉 さくら
（幕別中）
ＨＦの家が洗濯機やお
風呂を使っていなかっ
たことに困った。

蓑島 詩生
（札内中）
先住民であるアボリジ
ニをすごく大切にして
いることが分かった。

オーストラリア英語は
アメリカ英語と少し
違っていた。

馬渕 凛
（札内中）
学校の授業
（特に体育）
が自由な感じで、
とて
も楽しかった。

人入学

▶忠類小学校

松本 都花（札内中）
ルナパークの観覧車が
５周ずっと乗りっぱな
しでビックリ！

◀札内北小学校

28

２人入学
▲途別小学校

藤井 利帆（札内中）
本物の英語を聞けて、
英語がより好きになっ
た。

人入学

23

24

25

29

30

31

23

柳 佑実
（札内東中）
オーストラリアと日本
との生活の違いについ
て学ぶことができた。

校

１人入学

人入学

91

31

１

豊田 芽々（札内東中） 飯塚 朋奈（札内東中）
シドニー天文台から見 セントメアリー大聖堂
る景色はすごくきれい に感動した！
だった！

▶白人小学

◀糠内小学校

48

▶古舞小学校

23人入学

14

17
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▶幕別小学校
１人入学
▲明倫小学校

28

矢野 芹奈（札内東中）
ゴキブリを見れたり、
ヘビを首に巻けたのが
貴重な体験だった！

４月８日㊊、９日㊋、町内全９校の小学校で入学
式が行われました。今年は全校合わせて209人の新
１年生が入学し、元気いっぱいに学校生活をスター
トしました。

