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端野自治区

端野しらかば大学集合学習「ペタンクを楽しもう」

７月１５日（木）、サンドーム❜９４で端野しらかば大学集合学習「ペタンクを楽しもう」が行われま
した。学生たちは指導者からルールの説明を受け、投球練習をした後３～４人のチームに分かれて試合
開始。密にならないように気をつけながら熱戦を繰り広げていました。

新 刊 案 内

▼小説・文学
◆琥珀の夏（辻村深月）◆スモー
ルワールズ（一穂ミチ）◆蝶の
眠る場所（水野梓）◆雷神（道
尾秀介）◆リボルバー（原田マ
ハ）◆インドラネット（桐野夏
生）◆薔薇のなかの蛇（恩田陸）
◆美女の魔界退治（林真理子）
◆赤の呪縛（堂場瞬一）◆婿ど
の相逢席（西條奈加）◆ブレイ
クニュース（薬 丸岳）◆ 宗棍
（今野敏）◆要訣（上田秀人）

▼趣味・実用
◆生贄探し（中野信子）◆働く
オトナ女子のためのゆるっと習
慣（米山彩香） ◆老後の 年表
（横手彰太）◆誰かに話したく
な る摩訶不思議な生きもの 達
（岡部聡）◆農家直伝たくさん
とれた野菜の保存と料理（池上
正子）◆今夜は家呑み（ぐっち
夫婦）◆おそとで楽しむ遊びの
ワンダーランド（木村研）◆藤
井聡太論（谷川浩司）◆ショー
ケン天才と狂気（大下英治）

▼児童書
◆月にトンジル（佐藤まどか）
◆あしたもオカピ（斉藤倫）◆
時間色のリリィ（朱川湊人）◆
心理学を使ってこころを整理す
る本（齊藤勇）◆津田梅子（山
口理）◆わかる！役に立つ！法
律の教科書（夏目麻央）◆理花
のおかしな実験室３（やまもと
ふみ）◆ ぼくらの復活大 作戦
（宗田理）◆この世界からサイ
がいなくなってしまう（味田村
太郎）◆二平方メートルの世界
で（はたこうしろう）
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特別叙勲伝達

８月号

８月１９日はバイクの日

今年２月に亡くなられました、元端野町長
茂利信一氏が『旭日単光章』を授与されまし
た。
茂利信一氏は、昭和２８年端野村に奉職さ
れ、昭和５９年から２期４年間端野町長とし
て務められ、生前長年に渡り地方自治の発展
に貢献されたことに対して受章となり、７月
６日（火）端野総合支所にて、杉浦端野自治
区長よりご遺族代表の茂利泰史氏（故人の長男）
に伝達されました。

１９８９年政府総務庁（現内閣府）交通安全
対策本部が、交通事故撲滅を目的に８月１９日
をバイクの日に制定しました。
８月は観光や帰省等で交通量も一段と増加し、
暑さからくる過労のため居眠り運転による交通
事故の多発が懸念されます。
安全運転をお願いいたします。
■問い合わせ先
交通安全市民運動推進委員会端野支部
（市民環境課内）
電話５６－２１１６

太陽まつり開催中止のお知らせ
例年８月中旬に開催している「令和３年度 太陽まつり」について、新型コロナウイルスの感
染症の終息の見通しがたたない状況ですので、来場者及び参加者の皆様への安全を考慮し、中止
とさせていただきます。誠に残念ではございますが、現在市民の皆様に安全に楽しんでもらえる
ような代替イベントを検討しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

■問い合わせ先
太陽まつり実行委員会事務局
（端野総合支所産業課内）
電話 ５６－４００３

「夏の交通安全運動」車両パレード
７月１３日（火）「夏の交通安全運動」に伴
う交通安全街頭啓発が行われました。
会場の北見市民会館駐車場では集会が開催さ
れ、交通安全旗等による街頭啓発が行われ、そ
の後端野総合支所駐車場まで車両パレードが実
施されました。
白バイ・パトロールカー・交通安全指導車な
ど１０台が、通行車両や歩行者に対し、スピー
ドダウンやシートベルト着用を呼びかけ、市民
の交通安全意識の向上を図りました。
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地域貢献事業

きたみ市商工会女性部研修会
７月１７日（土）、きたみ市商工会女性部端
野地区（部長 岡村典子）が研修会を開催し、
『防災講話』～災害から身を守るために～を受
講しました。
女性部では毎年２回研修会を開催しており、
近年、自然災害等が多いことから、今年のテー
マを「防災について」とし、当日は会員１２名
が参加。講話を聞いた後、避難所等で使用して
いる段ボールベッドの作製を体験しました。

７月１７日(土)、(株)石沢電気商会(代表取締
役 石沢一徳）の地域貢献事業として、屯田の
杜公園内樹木の剪定が行われました。
木が大きくなり、枝が施設の屋根や窓に覆い
かぶさり危険なことから、同社の社員が高所作
業車２台で木や枝を押さえながら、トレーニン
グセンター西側の大木３本と、テニスコート東
側の大木２本の頂部及び枝を剪定しました。

子育て相談センター事業
7月１２日（月）～３０日（金）まで、子育て相談センターでは
「Ｂａｂｙ㏌ＣａｒＷＥＥＫ！」と題して、子どもの手形や足形を
使った車の表示プレート作成が行われました。
参加者は、スタンプ台で子どもの手形又は足形を作成。ミッキ
ーマウスやミニーマウスなど好きな型紙に手形や足形を張り付け
作製し、最後はラミネート加工をして完成！
可愛いプレートが出来上がりました。

８月号

水とみどりの輝くまち

まるもり通信

宮城県丸森町から

講演で は、カー リング を通
じた町おこしや地域への貢献、
アスリー トと育児 を行う 母と
しての両 方の立場 から得 たこ
となどを 話してい ただき まし
た。
丸森町 はザンビ ア共和 国の
ホストタ ウンとな ってお り、
東京オリンピックには女子サッ
カー、陸上競技、競泳、柔道、
ボクシングに出場しています。

■令和3年6月17日～7月16日

姉妹都市

今年 の 夏も 厳し い 暑さ が見
込 まれます が、感染 症対策を
行 いながら 、熱中症 にも注意
していきたいものです。
今月のま るもり通 信は、東
京オリンピック・パラリンピッ
ク に関連し た、町内 での出来
事をお伝えします。
７月５日 （月）、 町内在住
の 佐藤多恵 さんと目 黒誠子さ
ん が、宮城 県内で行 われた聖
火リレーの報告に訪れました。
「 たくさん の応援を もらい感
動 の一言。 台風被害 やコロナ
禍 のことを 思いなが ら走りま
し た。（佐 藤さん） 」、「こ
の 経験は私 一人の力 ではなく
皆 さんの支 え。丸森 を気遣う
声 に感謝し ています 。（目黒
さ ん）」と 、感想を 語ってい
ま し た。

７ 月 日（土）に は、北見
市 と丸森町 を遠隔シ ステムで
つ ないで、 （一社） ロコ・ソ
ラーレの本橋麻里さんによる、
ホ ストタウ ン事業講 演会を実
施 し まし た 。
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図書館からのおすすめ

【元気な良い子に】
なかむら まさ き

・中村 優希 くん 男 児 二
（父 祐 太
母 由 果）

区

蝶が来る庭 バタフライガーデンのすすめ

ご とう たい が

・後藤 大翔 くん 男 児 端 野
（父 大 貴
母 果 苗）

蝶を呼ぶ「集客力」

【お悔やみ申し上げます】
・森
・杉本
・奥田

幸子さん
英俊さん
正稔さん

67歳
82歳
100歳

端 野
三 区
二 区

■令和3年5月17日～6月16日
【お悔やみ申し上げます】
・小原ミツ子さん
91歳

二 区

結婚・出生・死亡欄については、端野自治区
にお住いで、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等端野総合支所以外
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。

蝶の種類によって好きな花や色
に好みがあることをご存じですか？
バラ・マリーゴールド・コスモス
など赤い色や黄色い花はモンシロ
チョウやアゲハチョウが好み、ど
の蝶にも好まれる色は赤紫といわ
れています。
どの花を植えるとどんな蝶が来
るのか季節ごとに紹介されている
ので、蝶や花の図鑑としても役立
つ一冊です。

チバニアン誕生
方位磁針のN極が南をさす時代へ
チバニアンって何？昔の人の名前？

■連絡・問い合わせ先
市民環境課市民活動係 電話56-2116

端野自治区の人のうごき
人 口 ／ ４，３６２ 人 （－
男 ／ ２，１２５ 人 （－
女 ／ ２，２３７ 人 （－
世 帯 ／ １，９８１世帯 （
６月末現在 （
）内は前月比

７）
２）
５）
０）

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。

海野 和男／写真・文

岡田 誠／著

千葉県の食べ物？そんな小さな疑問
から、この本を開いてみてください。
千葉県市原市にある、普通の崖、
それがチバニアン、地層です。
地層に残された化石などから、ずーっ
とむかしの地球の様子を解き明かす、
ロマンいっぱいの一冊です。
あなたの町のどこかにも、○○ニ
アンあるかも？？

