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新 刊 案 内

▼小説・文学
◆シルバー川柳 （全国有料老
人ホーム協会）◆邯鄲の島遙か
なり上・中（貫井徳郎）◆ブルー
スＲｅｄ（桜木紫乃）◆オーラ
の発表会（綿矢りさ）◆とにも
かくにもごはん（小野寺文宜）
◆母親からの小包はなぜこんな
にダサいのか（原田ひ香）◆
歳、こんなに長生きするなんて。
（ 曾 野 綾 子 ） ◆嗤 う 淑 女 二 人
（中山七里）◆透明な螺旋（東
野圭吾）◆コロナ狂騒録（海堂
尊）
▼趣味・実用
◆アンガーマネジメント見るだ
けノート（安藤俊介）◆美しく、
強く、成長する国へ。（高市早
苗 ） ◆一 冊 で わ か る ト ル コ 史
（関眞興）◆あなたにもある無
意識の偏見 アンコンシャスバ
イアス（北村英哉）◆インスタ
グラム 野望の果ての真実（サ
ラ・フライヤー）◆楽しい昆虫
料理（内山昭一）◆長く楽しむ
お部屋の植物小さな鉢からはじ
める（境野隆祐）◆教養として
知っておきたい名画ＢＥＳＴ１
００（山内舞子）
▼児童書
◆アンパンマンとゆうれいせん
（やなせたかし）◆オニのサラ
リーマン じごく・ごくらく運
動会（富安陽子）◆がっかり妖
怪大図鑑（村上健司）◆ざんね
んないきもの事典さらにおもし
ろい！進化のふしぎ（今泉忠明）
◆ぼくのまつり縫い３（神戸遙
真）◆ふしぎ駄菓子屋銭天堂
（ 廣 嶋 玲 子 ） ◆サ キ ヨ ミ ！ ４
（七海まち）
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端野自治区戦没者・開発功労者追悼式

１０月１日（金）「戦没者之名碑」前を会場として、端野自治区関係戦没者と開発功労者をしのび追悼式が
行われました。例年６月に開催している追悼式ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため時期を変更し
て開催。次年度からは全自治区合同開催となることから、今年が端野自治区単独で開催する最後の追悼式とな
りました。

11

56

11

年末調整等説 明会
取りやめのお 知らせ

■ 問 い合わせ 先
総務課税 務管財係
電 話 ー２ １１５
北見税務 署
電 話 ー７ １５１
（案内番号２を選択）
23

１１月号

例 年開 催 し て おり ま し た 「年
末調整に おける事業 所担当者向
けの説明 会」につき ましては、
本年以降 は実施しな い事となり
ましたのでお知らせいたします。
関係書 類・用紙な どは、左記
窓口で 月以降配 布する他、国
税庁ホー ムページで ダウンロー
ドで きます。
詳しく はお問い合 わせくださ
い。
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除籍雑誌を無料配布します
図書館まつりで配布を予定していました除籍雑誌を期間限定で無料配布します。除籍雑
誌とは、発行から１～２年経過し、図書館での保存期間を終了した雑誌のことです。思わ
ぬ掘り出し物が見つかるかも？期間中の毎週金曜日に新しい雑誌を追加します。なくなり
次第終了いたしますので、ぜひご覧ください！
と き：１１月５日（金）～１２月１７日（金）開館日の１０：００～１７：００
ところ：北見市立端野図書館 一般展示コーナー
※混雑の際には入場制限を設ける場合があります。

配布 ライ ンナッ プ
11/ 5（金）～

日経ビジネス、週刊新潮、週刊文春、クロワッサン、ニコプチ、美的、ラジオ深夜便、
財界さっぽろ、Mr.PC、オレンジページ、ベストフラワーアレンジメント

11/12（金）～ 婦人公論、ナショナルジオグラフィック、ダ・ヴィンチ、MOE、リプラン、ESSE
11/19（金）～

LEE、中央公論、すてきにハンドメイド、サライ、ためしてガッテン、プレジデント
フィッシングカフェ、クーヨン

11/26（金）～ CREA、文藝春秋、趣味の園芸、歴史街道、SCREEN、うかたま、Newton
12/ 3（金）～

ゆうゆう、北海道じゃらん、きょうの料理ビギナーズ、きょうの健康、特選街、
子供の科学、dancyu

12/10（金）～ サンキュ、LDK、non・no、日本カメラ、日経PC、皇室、私のカントリー

秒で本を除菌できます！

図書館の本を安心・安全にご
利用 いた だくた めに 、図 書除 菌
器を 設置しま した。
図 書除 菌器は 紫外 線で 本を 殺
菌し 、風 を当て て本 に挟 まっ た
ほこ りや 、にお いを 取り 除き ま
す。
１ 回に６冊 まで 秒 で除菌 が
終了 し、 図書館 の本 であ れば ど
なた でも お気軽 に無 料で ご利 用
いた だけます 。
カ ウン ター横 に設 置し てあ り
ます ので 、操作 方法 など 気軽 に
職員 までお尋 ねくださ い。
現 在、 図書館 の本 は、 返却 さ
れた 際に 専用の 抗菌 除菌 洗浄 液
を使 って 拭いて いま すの で、 安
心し てご利用 ください 。
■ 問 い合わせ 先
端野図書 館
電 話 ー２ ５６０
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１１月号

１日防災学校
１０月６日（水）端野小学校と端野中学校合同の「１日防災学校」が開催されました。
小学校では、始めに地震を想定した避難訓練が行われ、児童達は揺れがおさまるまで机の下に
隠れ身を守り、揺れがおさまってから避難を開始しました。
避難訓練の後、各学年に分かれて「消防自動車等見学体験」、「防災（地震）ＤＶＤ視聴と防
災かるた体験」、「救助訓練」、「設営訓練」のプログラムがそれぞれ実施されました。
救助訓練では、ブルーシートを使用した搬送方法や、テントの作り方を学び、設営訓練では、
小さな段ボールの箱を組み立て出来上がった段ボールベットを設営し、寝心地やプライバシーを
守るための工夫を体験しました。
「１日防災学校」は、防災・減災を考えるきっかけになったと思います。

交通安全旗寄贈・交換
１０月４日（月）端野町建設業協会（会長
森谷 幸弘）様から、交通安全旗３００枚の
寄贈があり、杉浦自治区長より感謝状が贈ら
れました。
同協会では毎年、春と秋に交通安全旗の交
換を行っており、この日も寄贈後、協会の会
員が、一区国道沿い、端野小・中学校前など
４カ所の交通安全旗を交換しました。
新しい旗が風になびいて、歩行者やドライ
バーに交通安全を呼びかけていました。

端野子育て相談センター事業
「りんご狩り体験」
１０月１３日（水）午前と１４日（木）午後
の２班に分かれて、端野子育て相談センター事
業の「りんご狩り体験」が行われました。
参加者は、直接北見市昭和のりんご園に集合。
始めに、りんご園の担当者から手順について
説明を受けてから、それぞれ美味しそうなりん
ごを探し、木からもぎ取っていました。
自分でもぎ取ったりんごは、格別においしい
でしょうね。

１１月号

10

12

11

宮城県丸森町から

悼と町 の復 興を願 って 打ち
上げられました。
被災 者が 暮らす 仮設 住宅
や、復 旧工 事が続 き台 風の
爪痕が 残る 町を、 二千 発を
超える 光の 大輪が 照ら しま
した。
二度 と同 じ被害 を繰 り返
さない ため に、こ の災 害の
教訓を 忘れ ること なく 語り
継ぐと とも に、犠 牲者 を悼
み、防 災へ の思い を新 たに
する「 鎮魂 の日」 とな りま
した。

姉妹都市

水とみどりの輝くまち

10

まるもり通信

月 日（火）、丸森まち
づ くりセ ンタ ーを会 場に、
「 令和元 年東 日本台 風災害
２ 周年丸 森町 追悼式 」が行
われました。
午前 時、町内全域でサ
イ レンが 吹鳴 され、 犠牲者
へ黙とうを捧げました。
２年前 の災 害では 、災害
関連死を含む 名の尊い命
が 犠牲と なり 、いま だ１名
が行方不明となっています。
追悼式 は、 新型コ ロナウ
イルス感染拡大防止のため、
関係者のみの出席で行われ、
ご 遺族の 代表 が「少 しでも
前 を向い て進 んでい くこと
が 、残さ れた 私たち の仕事
だ と考え てい る。私 たちは
決 してあ なた たちの ことを
忘 れない 。」 と、今 のお気
持ちを語りました。
式の終 了後 は、同 会場で
自 由に献 花で きる時 間を設
け たとこ ろ、 多くの 方が献
花に訪れていました。
同日の午後７時ごろには、
町 商工会 が主 催した 「鎮魂
の 花火」 が、 犠牲者 への追
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図書館からのおすすめ

■令和3年9月17日～10月16日
【お悔やみ申し上げます】

・髙垣
貢 さん
・樅山 和惠 さん
・野部 正己 さん

89 歳
93 歳
71 歳

三 区
一 区
三 区

結婚・出生・死亡欄については、端野自治
区にお住まいで、端野総合支所戸籍住民係窓
口に届出をし、その際に掲載を希望した方に
ついて掲載しております。
なお、北見市役所本庁舎など端野総合支所
以外の窓口に届出た方で、掲載を希望される
方は下記までご連絡をお願いいたします。
■連絡・お問い合わせ
市民環境課市民活動係
電話５６－２１１６

不思議で怪しいきのこのはなし
菌活始めましょう
森や林の中でひっそりと生
えているきのこたちはどれも
個性的！
そんな特徴をかわいいイラ
ストで紹介しています。
きのこは代謝や免疫力を高
める成分や食物繊維を豊富に
含むなど栄養価が高く、低カ
ロリーでダイエット食品とし
ても優れています。
おいしく食べる四季別簡単
レシピも載っています。きの
こが愛おしくなる１冊です。 ホクトきのこ総合研究所／監修

体育がある
跳び箱も、逆上がりもできない！

端野自治区の人のうごき
人 口 ／ ４，３５７ 人 （ー
男 ／ ２，１２２ 人 （
女 ／ ２，２３５ 人 （ー
世 帯 ／ １，９８０世帯 （ー
９月末現在 （
）内は前月比

４）

０）
４）

２）

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。

村中李衣／作
長野ヒデ子／絵

４年生のあこは体育がきらい。
転校してくる前は運動ができな
くても、みんな待っていてくれ
たけど、新しい学校では体育の
時間が来なきゃいいのにと思う。
ママが私だけの鬼の体育コー
チに変身して、いっしょうけん
めい教えてくれる。
ママの気持ちもわかっている
んだけど…。
苦手なことをがんばる気持ち
を応援してくれる本です。

