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端野自治区

端野中央保育園「生活発表会」

１２月１２日、端野中央保育園で「生活発表会」が開催されました。
父母たちは、検温後手指消毒を行い指定の場所で観覧。子ども達は元気いっぱいにダンスや劇を披露し、
会場からは温かい拍手が送られました。

新 刊 案 内

▼小説 ・文学
◆ おばん でござ います （桜 木紫
乃） ◆銀 の夜（ 角田光 代）◆ と
わの 庭（小 川糸） ◆滅 びの 前の
シャ ングリ ラ（凪 良ゆ う）◆ ブ
ラッ ク・シ ョー マンと 名も なき
町の殺人（東野圭吾）◆チーム・
オベ リベリ （乃南 アサ ）◆ 冬の
狩人 （大沢 在昌） ◆夜 明け のす
べて （瀬尾 まいこ ）◆ 明る い覚
悟 こん な時 代に （落 合恵 子）
◆ 高峰秀 子の反 骨（高 峰秀 子）
◆ネヴァー・ゲーム（ジェフリー・
ディーヴァー）
▼趣味 ・実用
◆ ペルソ ナ 脳に 潜む 闇（ 中野
信子）◆政治家の覚悟（菅義偉）
◆家族のトリセツ（黒川伊保子）
◆ 渋沢栄 一伝（ 井上潤 ）◆ きら
いな 母を看 取れ ますか ？（ 寺田
和代 ）◆ シニア の１， ２分 間運
動不足解消体操５０（斎藤道雄）
◆ 武漢日 記（方 方）◆ 誰も 教え
なくなった 、料理きほ んのき
（鈴 木登紀 子）◆ 福井 県と 北海
道の縁（北国諒星）
▼児童 書
◆ ノラネ コぐん だんケ ーキ をた
べる （工藤 ノリコ ）◆ 名探 偵ポ
アロ ナ イル に死 す（ アガ サ・
クリ スティ ー）◆ わか って るっ
て（ しもか わらゆ み） ◆ま ちの
おば けず かん マ ンホ ール マン
（斉 藤洋） ◆ル パンの 娘（ 横関
大） ◆お しり たん てい お しり
たんていのこ い？ （トロル） ◆
防災 室の日 曜日 （村上 しい こ）
◆ かいけ つゾロ リきょ うふ のエ
イリアン（原ゆたか）
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〇令和３年１月３１日（日）に開催を予定しておりました「第５３回まちづくり推進大会」
■問い合わせ先 市民環境課市民活動係 電話 56‐2116

〇令和３年２月７日（日）に開催を予定しておりました「たんの芸術祭」
■問い合わせ先 端野町公民館 電話 56‐2515

事業所から出る
ごみの分別について

56

しらかばロッジの
利用案内について
廃棄物（不要になったもの）
は、一般廃棄物と産業廃棄物
に区分されます。
事業活動に伴って生じた廃
棄物のうち産業廃棄物に該当
しないもので、事業所（事務
所など）から出てくる紙くず、
伝票類、従業員が飲食した弁
当がらなどは、事業系一般廃
棄物に区分され、家庭から排
出される家庭系一般廃棄物と
は異なります。
この事業系一般廃棄物が、
家庭系一般廃棄物と一緒のご
みステーションに出されてい
ると市に通報が入ってきてい
ます。
端野自治区内での事業所な
どから排出される事業系の一
般廃棄物は、端野自治区の事
業系一般廃棄物収集運搬許可
業者（有限会社 小田商店
電話
２
-０４２ に) 収集運搬
を依頼するか、若しくは排出
者自らの責任において、廃棄
物処理場（クリーンライフセ
ンター）へ直接搬入し、処理
をしてください。
■ 問い合わせ先
市民環境課環境衛生係
電話
２
-１１６
56

お知らせ
ノーザンアークリゾートスキ
ー場利用者の無料休憩所として
マイプラン・マイスタディ 活用されている「しらかばロッ
ジ」（スキー場国道側入口付近
ご利用のお知らせ にあるログハウス）の利用につ
いてお知らせします。
「マイプラン・マイスタディ」 ■開放日
１月６日（水）
とは、端野自治区内の２人以
上のサークルが文化やスポー
～３月 日（日）
①１～２月 ……
祝祭日を除く
ツ活動など自ら学習を企画し
月・火曜日は休館
実行することを支援する事業
②３月 …
土・日曜日のみ開館
です。
③団体利用の場合のみ、休館
例えば、ご近所さんが集まっ
日でも利用可能です。
て、フラワーアレンジやヨガ、
社交ダンス、フラダンス、料 ■開放時間
午前９時～午後５時まで
理、絵画、日曜大工、陶芸な
どを習いたいときに利用でき ■利用方法
【個人】
ます。
備えつけの「利用日誌」に記
■補助額（講師謝礼）
入し利用すること。
５万円まで
※端野教育事務所より講師に 【団体利用（ 名以上）】
事前に申請手続きが必要です。
直接謝礼をお支払いします。
【個人・団体共通】
■その他
①講師の選考・住民への広報 ・ごみは各自持ち帰りです。
の相談等については、丁寧 ・スキーやスノーボードの持ち
込みはできません。
に相談支援します。
②当該年度、１団体につき１ ・水道施設の水は飲料水として
使用できませんので各自ご用
事業とします。
意ください。 自(動販売機も
■申込・問い合わせ先
設置していません )
端野教育事務所生涯学習課
※管理人不在の施設となって
電話
２
-５１５
いますので、利用時の荷物な
どの保管については、自己の
責任において管理ください。
※団体利用でも占有的な許可
はしていませんので、お互い
に譲り合って利用ください。
■申請・問い合わせ先
農業者トレーニングセンター
電話
３
-１００
56

行 事開 催中 止のお知 らせ

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、参加者等皆様の安全を考慮し下記行事の開催を中止と
させていただきます。
開催することができず誠に残念ではございますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。

開催中止となる行事

〇令和３年１月１０日（日）に開催を予定しておりました「令和３年北見市成人式（端野会場）」
■問い合わせ先 子ども未来部端野青少年課 電話 56‐2515

※北見市では新成人の皆様をお祝いするため、市ホームページ上にお祝いメッセージ動画を配信する
予定です。
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いつまでも健康教室

たんの子育て相談センター手洗い教室

１２月９日・１０日、端野町公民館において「い
つまでも健康教室」が開催されました。
参加者は、立った状態での重心移動や、テニス
ボールを使っての筋肉ほぐし等自宅で手軽にでき
る運動を体験しました。

１１月３０日、端野子育て相談センターにおい
て、ミニ講座「手洗い教室」が開催されました。
講師の話の後、参加者は光を当てると青く見え
る特殊なクリームを手に塗った後、石鹸で手を洗
い、再度光を当て指の間や爪など青く見える洗い
残しの所を確認していました。

端野図書館「簡単ろうそく作り」「図書館のお仕事体験」
１２月１２日・１３日の二日間、端野図書館で「簡単ろうそく作り」と「図書館のお仕事体験」が
開催されました。

簡単ろうそく作り
ろうそく作りは、好きな色のクレヨンを削って
入れたロウを温めて溶かし、トレイに流して固め
ます。固まったロウを星型で型抜きした後、星の
形になったロウの中心に穴を空け芯の糸を通して
出来上がりです。心をこめて作ったろうそくはき
っと温かい灯をともすことでしょう。

図書館のお仕事体験
参加した児童たちは、始めに図書館の仕事に
ついて話を聞き、実際に書架を確認しながら本
の並び方や見出しの見方などについて説明を受
けました。その後、返却された本を書架に戻す
作業や、「図書館カード」の登録と本の貸出作
業、本の福袋作りを体験しました。
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宮城県丸森町から

あわ き しゅう な

・粟木 柊名 ちゃん 女 児
（父 優
母 亜由子）

三

区

み お

・中野 未凰 ちゃん 女
（父 洋介 母 麻子）

児

緋牛内

【お悔やみ申し上げます】

・佐藤 英雄 さん

79 歳

二 区

・山内 弘子 さん

87

歳

三

区

・鹿内

91

歳

三

区

さん

姉妹都市

が綴られています。
資材の準備や、完成した看
板を実際に設置する時には、
たくさんの地域住民の方々が
協力して行いました。
おそらく丸森町でもっとも
長命なこの大銀杏は、これま
で六百回以上も、葉を黄葉さ
せては散ってゆくのを繰り返
し、地域を見守り続けてきま
した。
そばに立って樹の息吹を体
感すると、悠久の昔に思いを
馳せることができます。

ガチガチの世界をゆるめる

【元気な良い子に】

吉美

280

図書館からのおすすめ

■令和2年11月17日～12月16日

なか の

水とみどりの輝くまち

17

まるもり通信

北見市端野町の皆さま、明け
ましておめでとうございます。
今年も丸森から話題を発信
しますので、少しでも丸森町
に触れていただけたら幸いで
す。よろしくお願いします。
今回のまるもり通信は、宮
城県の天然記念物にも指定さ
れている「丸森の大銀杏」に、
地域の力で立派な看板が立て
られた話題をお届けします。
この大銀杏は、樹齢は少な
くとも六百年以上といわれ、
高さ約 メートル、根の回り
は約 メートルの大樹です。
古くから街道の目印とされて
きました。毎年 月の黄葉の
ピークには、陽光を浴び見事
な黄金色に輝きます。
この立看板を制作したのは、
丸森町出身の書家、宍戸煬竹
（ようちく）氏。
昨年の災害で傷ついた郷土
への思いを筆に乗せ、大イチョ
ウの樹の下で書き上げました。
表には堂々と『大銀杏』の文
字。裏に、即位後の被災地の
訪問は丸森町が初めてとなっ
た、天皇皇后両陛下への感謝
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新しいルールをつくる

私達は知らぬ間に社会のルール
や感じ方にがんじがらめにされて
いるようです。
ゆるめるとは新しいルールをつ
くること！ちょっと考え方をゆる
めて社会のルールの作り方や考え
方を違う方向から見るだけで生き
づらい社会が楽しくなることを気
づかせてくれる一冊です。
澤田 智洋/著

ふぶきのみちはふしぎのみち
ふぶきのなかからしろくまが

端野自治区の人のうごき
人

口 ／ ４，４２７ 人 （－ ５）
男 ／ ２，１５３ 人 （－ ６）
女 ／ ２，２７４ 人 （
１）
世 帯 ／ １，９９０世帯 （－ １）
１１月末現在 （
）内は前月比

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。
種村有希子/著

ふぶきのあさ、おねえ
ちゃんと学校まで「いち・
に いもむし」「いち・
に ねずみ」と声をかけ
ながら、あるいていくと、
大きなしろくまがあらわ
れ…。おねえちゃんとは
ぐれてしまいましたが、
無事にあえるかな？
ふぶきの中から次々と
出てくる動物たちが、北
国にぴったりで、ふぶき
の中をそうぞうしてみる
のが楽しくなります。

