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端野自治区

郷土芸能保存交流事業（豊実神楽見学）

２月９日、端野小学校で豊実神楽保存会が「平安の舞」を披露し、端野小学校・上仁頃小学校の３年生
２７人が見学しました。この事業は端野自治区の貴重な伝承芸能である「豊実神楽」を小学生を対象に見
学する場を設け、神楽の歴史や演舞を学び広く継承していく事を目的として開催されています。

新 刊 案 内

▼小説・文学
◆十年後の恋（辻仁成）◆アク
ティベイター（冲方丁）◆十の
輪をくぐる（辻堂ゆめ）◆鬼哭
の銃弾（深町秋 生）◆愚か者
（フリムン）の島（乾緑郎）◆
応仁悪童伝（木下昌輝）◆元彼
の遺言状（新川帆立）◆共謀捜
査（堂場瞬一）◆おたがいさま
（群ようこ）◆サンソン回想録
（オノレ・ド・バルザック）
▼趣味・実用
◆ロッキード（真山仁）◆菅政
権と米中危機（手島龍一）◆そ
こに工場があるかぎり（小川洋
子）◆野菜の恩返し（平野レミ）
◆脱オートモードでこんなに写
真がうまくなっちゃった！（シ
ロシオ）◆はじめてのスマホで
困ったときに開く本（朝日出版）
◆６０分でわかる！ｅスポーツ
最前線（鴨志田由貴）◆北海道
開拓の素朴な疑問を関先生に聞
いてみた（関秀志）◆ひとりぼっ
ちで恋をしてみた４（田川とま
た）
▼児童書
◆アンパンマンとちくりん（や
なせたかし）◆かける（はらぺ
こめがね）◆ことばたんてい
（平田景）◆ぜったいにおしちゃ
ダメ？（ビル・コッター）◆ぺ
こぺこぺコリン（くさかみなこ）
◆マスクをとったら（いりやま
さとし）◆またまたうそだあ！
（山村浩二）◆渋沢栄一（柴田
勝茂）◆山をつくる（菅聖子）
◆ふしぎ駄菓子屋銭天童によう
こそ公式ガイドブック（廣嶋玲
子）
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令和３年度
端野しらかば大学生
大募集！

端野し らかば 大学は 、北見 市
在住で、令和３年４月１日現在
歳以上の方ならどなたでも入
校できます。
■学習内容（５つの柱）
①健康を守る
②仲良く暮らす
③生活を支える
④趣味・特技をのばす
⑤社会情勢を知る
■バスの利用（集合学習日）
端野町緋牛内・一区・三区・
川向・協和の方は福祉バスの利
用が可能です。（無料）
■年間経費
自治会会費３千円 保(険料含）
※他に見学料などの負担をお
願いする場合があります。
■申込方法
所定の「入校申込書」に記入
の上、会費を添えて端野町公民
館にお申し込みください。
※申込用紙は端野町公民館で
お受け取りください。
■第一次締切
３月 日（木）
※以降も随時受け付けします。
■入校式（終了後自治会総会）
４月９日（金）午前 時から
端野町公民館グリーンホール
■問い合わせ先
端野町公民館
電話 ー２５１５
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スクールバスの運行について
〈春休みの運行〉３月２５日（木）～４月５日（月）、但し土曜日・日曜日・４月１日（木）は運休
〈平 常 運 行〉４月６日（火）から
■問い合わせ先 端野教育事務所総務課 電話５６－２１５８
緋牛内線

川向・協和線

スクールバス時刻表（小中学校 春・夏・冬休み時刻表）
１便 月～金
３便 月～金

忠志 線

１便 月～金
３便 月～金

10号線 旧竹中前
9：16
9:20
支所前
15：05
忠志３班 旧国道
9：49 10：04
支所前
15：05

11号線
9:23

13号線
9:26

清野前
9：28

佐藤前
9：36

亀田前
9：38

馬頭前
9：39

貝沼前
9：43

和崎前
9：46

旧国道
9：53

※各方面とも１便に乗車がなかった場合、３便は運行しません。
※３便は乗車される方の利用バス停まで直行します。
※市役所の休業日は運休です。その他、悪天候等により遅延、または運休とな
る場合があります。

道路に雪を出さないでください！

古着・古布などの適正な分別にご協力を

道路パトロール及び除雪作業中において、車道
や歩道へ雪を出していることが見受けられます。
道路への雪出しは、①～③の危険な道路状況の
原因となります。

市では、限りある資源を有効利用するために、
古着や古布などを回収していますが、回収できな
いものが紛れて排出されている状況が見受けられ
ます。
回収できないものは、全て不適正物として、市
の負担により処分することとなります。
回収できるものとできないものは、次のとおり
となっていますので、排出されるときは今一度ご
確認いただき、適正な分別にご協力をお願いしま
す。

①道路が凸凹になり、走行中に車のハンドルがと
られやすくなります。
②道路幅が狭くなり車の通行の支障となります。
特に除雪前の雪出しは、降雪により見通しが悪
く、道路上にある雪が固いかどうかの判別が困
難であるため、走行中の車を損傷することも考
えられます。
③歩道上に雪を出す行為は、歩行者が歩道を通行
できず車道を歩くことになり、大変危険です。
車道や歩道への雪出しは、道路法により禁止さ
れている「物件をたい積し、道路の構造又は交通
に支障を及ぼすおそれのある行為」（一部抜粋）
にあたります。
★除雪作業をスムーズに行い、道路利用者が快適
に通行できる安全な冬道を管理するため、皆様
のご協力をお願いします。

■問い合わせ先
建設課土木係
電話５６－４００４

【〇】回収できるもの
衣類全般、タオル・タオルケット・シーツなど
の古布
【×】回収できないもの
・中綿などが入っているもの（布団、座布団、
クッション、枕、ダウンジャケットなど）
・汚れていて再生利用できないもの
・濡れている物や臭いのひどいもの
・生地の小さなもの（ハギレ、ハンカチ、靴下、
手袋など）
・その他（じゅうたん、玄関マットなど）
※回収ボックス設置箇所（端野自治区）
・端野総合支所・端野町公民館
・端野町農業者トレーニングセンター
・端野図書館・端野中央保育園
■問い合わせ先
市民環境課環境衛生係
電話５６－２１１６
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端野消防団団長に
沼﨑栄治氏が就任されました
笹木前団長の退団により、１月２４日付で沼﨑栄治
氏（三区・下記写真）が、端野消防団団長に就任され
ました。
沼﨑氏は自治会からの推薦で入団してから２７年が
経過し、その間に副団長を８年務められています。
現在、端野消防団は４つの分団で組織され活動して
いますが、入団者が少なく将来的には団の再編も検討
しなければならない状況になっているようです。
昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策で、
訓練等が実施出来ず、端野自治区で開催予定だった連
合消防演習も中止と判断、今年に延期となったとの事。
団長になってからの抱負をお聞きすると、「このコ
ロナ禍でどの様な形で開催できるかは、これから協議
が必要ですが、連合消防演習の開催が今の目標です。
端野消防団の歴史と伝統を受け継ぎ、市民の安心安
全のため、活動して行きたいと思います。」と話して
くれました。

３月号
牛乳パックの椅子作りＷＥＥＫ

１月１８日から２９日まで、端野子育て相談セ
ンターでは「牛乳パックの椅子作りＷＥＥＫ」と
題し、子どもの椅子作り体験が行われました。
参加者は牛乳パックを布ガムテープで繋ぎ合わ
せ椅子の形を作製、その後持参した布を張って、
子ども用の椅子の完成です。
椅子に座るのが楽しくなりそうですね。

健康運動教室
２月１５日、端野町農業者トレーニングセンタ
ーで健康運動教室「体がよみがえる筋膜体操ＫＡ
ＺＥ」が開催されました。
健康運動教室は３月１５日まで計５回、毎週月
曜日に開催されます。内容は主に筋膜をほぐす体
操で、参加者はマスクを着用し、指導者に合わせ
て元気に身体を動かしていました。

端野しらかば大学市民公開講座
２月１２日、端野町公民館で「端野しらかば大
学市民公開講座」が開催され、「南極での越冬観
測及び雪氷研究」と題し北見工業大学教授亀田貴
雄氏の講話が行われました。
参加者は亀田教授が南極の「ドームふじ基地」
で実施した観測などの話に聞き入っていました。

消防団員募集！！
消防団は消防組織法に基づき市町村に設置さ
れている組織で、消防防災活動を行っています。
端野消防団では団員を募集しています。

地域の安心・安全のために
活動してみませんか？
■問い合わせ先
北見地区消防組合消防署端野支署
電話５６－２１５５
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３月号
水とみどりの輝くまち

姉妹都市
宮城県丸森町から

業のサポートなど、多彩な新
事業が生み出されています。
現在、『まるまるまるもり
プロジェクト』には、５名の
第２期生が活動中です。
２０２１年４月以降には、
第３期生として３名の起業家
の方を新たに迎えようとして
います。
このプロジェクトでは、今
後も町の資源の有効活用や、
課題の解決に向けて取り組ん
でいきます。

まるもり通信

今月 の ま る も り 通 信 で は 、
丸森町に起業家を誘致する
『まるまるまるもりプロジェ
クト』の、第１期生活動報告
会についてご紹介します。
この『まるまるまるもりプ
ロジェクト』では、「町の資
源、環境に対してビジネスア
イデアを持つ起業家」を町外
から募集し、起業家が町に暮
らしながら新たな仕事を生み
出すことや、地域の課題を解
決することを目的としていま
す。町と丸森町起業サポート
センターが、３年を上限にビ
ジネスの立ち上げ支援を行い
ます。
１月 日に開催された報告
会では、２０２１年３月末ま
でにプロジェクトを卒業する
町外から移住した５名の起業
家が、これまでの活動発表と
今後の目標を語りました。起
業家自身の頑張りはもちろん、
周りの方々と地域の支えもあ
り、全員が３年以内に事業を
立ち上げ、卒業後も継続でき
る体制が整いました。里山体
験観光や人材育成、農業や企
22

282

図書館からのおすすめ

■令和3年1月17日～令和3年2月16日
【末永くお幸せに】
茂利 充博 さん 二 区

パパッと激うまっ☆キングレシピ
おうちキッチンが三ツ星級に大変身！

三品 由香 さん 常盤町

ちょっとした工夫でワンランクアップの味に！
【お悔やみ申し上げます】
・中野 敬一 さん

89歳

緋牛内

・瀧澤 幸子 さん

86歳

端 野

・茂利 信一 さん

86歳

二 区

・奥口 カネヨさん

86歳

二 区

※2月号のお悔やみに掲載漏れがありました。
掲載しお詫びいたします。

家で過ごす時間が増えたこと
で、普段より自宅で料理をする
機会が増えている今、パッと時
短＆簡単に作れるものがいいで
すよね。
調味料をちょこっとたすだけ。
食材をつけておくだけ。「○○
するだけ。」のアイデアでラク
で楽しく作れるレシピが紹介さ
れています。
お料理をはじめたばかりとい
う人にもおすすめの一冊です。
ポンポコ団キング/著

■令和2年12月17日～令和3年1月16日

シロクマといっしょにお引っ越し！？

【お悔やみ申し上げます】
・山本 光子 さん

89歳

三 区

どこから来たの？シロクマくん

端野自治区の人のうごき
人 口 ／ ４，４１０ 人 （－
男 ／ ２，１５１ 人 （－
女 ／ ２，２５９ 人 （－
世 帯 ／ １，９７８世帯 （－
１月末現在 （
）内は前月比

６）
２）
４）
７）

端野の交通事故発生状況は、端野駐在所発
行の「端野便り」をご覧ください。

マリア・フェラー／作
ダニエル・リエリー／絵

ジョーは、父親の転勤で外国
へ引っ越すことになりました。
空港で、なかなか出てこない
荷物を待っていると、ジョーの
荷物と一緒に現れたのはシロク
マ！友達やペットと別れて悲し
んでいるジョー。
新しい環境の中で友達が作れ
るのか？シロクマのミスターＰ
と出会いジョーの心の変化がと
ても印象に残る１冊です。

