新 刊 案 内

▼ 小説・文学
◆泳ぐ者（青山文平）◆田中
家の三十二万石（岩井三四二）
◆水葬（鏑木蓮）◆和菓子迷
宮をぐるぐると（太田忠司）
◆初詣で（佐伯泰英）◆曲亭
の家（西條奈加）◆田舎のポ
ルシェ（篠田節子）◆傷痕の
メッセージ（知念実希人）◆
白鳥とコウモリ（東野圭吾）
◆ドキュメント（湊かなえ）
◆魂手形（宮部みゆき）◆石
北本線殺人の記憶（西村京太郎）
▼ 趣味・実用
◆アフリカ人学長、京都修行
中（ウスビ・サコ）◆伝え方
の作法（池上彰・佐藤優）◆
女性差別はどう作られてきたか
（中村敏子）◆おしゃれ防災
アイデア帖（Ｍｉｓａ）◆母
になる日（葉祥明）◆誰も知
らなかったジャイアント馬場
（市瀬英俊）◆こねないおう
ちパン（浜内千波）◆フライ
パン飯革命（リュウジ）◆お
じいちゃん・おばあちゃんの孫
育て読本（村越晃）
▼ 児童書
◆あきらがあけてあげるから
（ヨシタケシンスケ）◆まい
ごのたまごにいちゃん（あきや
まただし）◆はたらくタオル
（にしざわゆかり）◆ふしぎ
駄菓子屋銭天堂 （廣嶋玲子）
◆ルルとララのガトーショコ
ラ（あんびるやすこ）◆サス
テナブル・ビーチ（小手鞠るい）
◆ 七不思議神社３（緑川聖司）
◆恐怖チャンネル２（藍沢羽
衣）◆人類滅亡フラグがたち
ました！（令丈ヒロ子）
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カタクリ観察会

５月５日～７日まで「端野町歴史民俗資料館」と「ＮＰＯ法人カタクリと森の会」の共催で、
「カタクリ観察会」が行われました。
参加者は、カタクリ保護の必要性などの話を聞き、現地ではカタクリなどを踏みつけないよう
説明を受けながら群生地を一周し観察しました。
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端野小学校プール 一般開放中止について
新型コロナウイルス感染症の拡大状況のなか、
今年度開設される学校プールにおいても児童の
安全確保のため最大限の対策を行う必要があり
ます。
学校プールにおける児童以外の施設使用につ
いては、感染リスクが避けられないと判断し、
今年度の一般開放を中止することといたしまし
たので、お知らせします。
■問い合わせ先
〇運営管理について
端野教育事務所総務課
電話５６－２１５８
〇一般開放事業について
農業者トレーニングセンター
電話５６－３１００

ご存知ですか？「反射材」の効果

車のヘッドライトの光を、光の方向へ反射する
ことで、ピカピカ光る反射材（リフレクター）。
ライトの光に照らされると、反射材は「浮かび
上がって」見えるため、いち早くドライバーに存
在を知らせることができます。反射材を歩行者や
自転車に乗る人が身につけて目立つことは、交通
事故防止につながります。
端野地域交通安全協会では、反射材を無料でお
渡ししていますので、ご希望の方は、事務局（端
野総合支所市民環境課）に申し出ください。
■問い合わせ先
端野地域交通安全協会事務局（市民環境課内）
電話５６－２１１６

6月号

令和３年度端野自治区
戦没者・開発功労者追悼式の延期について
６月７日（月）に屯田の杜公園内（二区）「戦
没者の名碑」前で執り行う予定でありました「戦
没者・開発功労者追悼式」は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、開催を延期（令和３年秋
頃を予定）とさせていただきます。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
■問い合わせ先
保健福祉課地域福祉係

電話５６－２１１７

ご家庭からの使用済小型家電の
適正な分別にご協力を
市では、小型家電リサイクル法に基づき、携帯
電話やデジタルカメラ、パソコンなどの使用済み
小型家電を無料で回収し、その家電製品に含まれ
る金・銀・レアメタル等の有用金属をリサイクル
していますが、回収の対象とならない蛍光管（有
害ごみ）、電気を使用しない魔法瓶・バネ式体重
計などの金属製品やプラスチック製の玩具が排出
されている状況が見受けられますので、適正な分
別へのご協力をお願いいたします。
なお、家電製品で使用している電池やバッテー
は取り外して有害ごみとして排出をお願いいたし
ます。
【〇】回収できるもの
電気式・電子式・電池式の小型家電
【×】回収できないもの
家電リサイクル法対象品は対象外です。
・エアコン・テレビ・プラズマテレビ・冷凍庫
・液晶テレビ・洗濯機・乾燥機・冷蔵庫
【回収ボックス設置箇所 ※ 端野自治区】
端野総合支所
※回収ボックス投入口（縦30cm×横40cm×奥行60cm）
以上の大きな製品はクリーンライフセンター
管理棟へ持参願います。
住所 北見市大和２９８番地１２
時間 ８：４５～１７：３０
（土・日・祝日を除く）
■問い合わせ先
市民環境課環境衛生係 電話５６－２１１６
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（株）鈴木組地域域貢献活動

6月号

交 通 安 全 旗 交 換

５月１４日、（株）鈴木組（代表取締役鈴木紀幸）
の地域貢献活動として、市道端野町１２号線（端
野町三区神社周辺）の道路清掃作業が行われました。
道路わきに溜まった枯葉などが、雨で交差点に
流れて車がスリップした事例もあったことから、
通行する車の安全を確保するため行われています。
この日は良い天気で、同社の社員が額に汗を流
しながら、スコップで枯葉等を集め取り除きました。

４月２１日、端野町建設業協会（会長森谷幸弘）
による交通安全旗の交換が行われました。
この事業は毎年春と秋に実施しており、一区
国道沿い、端野小学校、中学校前など４カ所の
交通安全旗を交換しています。
当日は風が強く交換には手間取りましたが、
新しい旗が風になびいて、ドライバーの皆さん
に交通安全を呼びかけていました。

協和桜の森公園
満開の桜に「のんたくん」も
お花見に来場しました！！
来年も来てくださいね
５月６日撮影

端野自治区 お知らせ版

6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

いたり、土地の地力回復効果
のある植物を播種（はしゅ）
するなどの活動を続けてきま
した。
県や町が順次進めている農
地の災害復旧工事は、全体の
約４割が完了しており、今年
は約 ヘクタールで営農が再
開できる見通しです。
残る地区は来年の営農再開
を見込んでいます。

■令和3年4月17日～5月16日

姉妹都市

今月 のま るも り 通信 は 、台
風災害 を乗り越え て、農地が
復旧し 営農再開を 果たした話
題を紹介します。
５月 ５日、町内 の竹谷（た
けや） 地区で「営 農再開式」
が行われました。
竹谷 地区は、米 づくりが盛
んで、 のどかな田 園風景が広
がる地 域です。し かし、一昨
年の台 風災害で、 近隣を流れ
る川の 堤防が決壊 し、土砂や
がれき を含んだ濁 流が住宅や
農地に 流れ込み、 耕作ができ
なくなってしまいました。
式典当日は田植えが行われ、
農家の 方々はよみ がえった農
地に田 植え機を走 らせ、２年
ぶりの 作付けを喜 びました。
その光 景を見守っ た式典参加
者から は、拍手が 贈られまし
た。
町は 、国や県な どの協力を
得なが ら、河川堤 防の復旧、
土砂や がれきの撤 去、新しい
土を客 土するなど 、復旧工事
を進めています。
また、地域の農家の方々は、
再び営 農を開始す る時のため
に、復 旧後の土中 から、台風
の漂流物や雑草の根を取り除
87
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図書館からのおすすめ

元気な良い子に
の の した ゆう と

・野々下 湧斗 くん
（ 父 和 志

男 児
緋牛内
母 佳 美 ）

立体イラストで巡る、
見えない巨大インフラ

お悔やみ申し上げます
・山内きくゑ
・中林 ツユ
・本田
茂
・・中居 將益
・山本 京祐

さん
さん
さん
さん
さん

世界の地下都市大解剖

104
96
79
83
91

歳
歳
歳
歳
歳

協
協
二
三
三

和
和
区
区
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。

世界の大都市は、地下空間を様々
な形で開拓してきました。
世界３２の都市の地下には何が
あるのか？近代的なショッピング
センター、古代ローマの歴史的な
遺跡、秘密の地下空間も！
決して外側から見ることのでき
ない全容を精密な立体イラストや
写真で紹介しています。地下の世
界に潜入してみましょう。

あまがえるのぼうけん

■連絡・問い合わせ先
市民環境課市民活動係
電話５６－２１１６

生きるために食べる、
生きるためににげる

端野自治区の人のうごき
人 口 ／ ４，３７８ 人 （ １０）
男 ／ ２，１３１ 人 （
４）
女 ／ ２，２４７ 人 （
６）
世 帯 ／ １，９８６世帯 （
４）
４月末現在 （
）内は前月比

たんの交通統計は、端野駐在所発行の
「たんのだより」事件事故件数をご覧
ください。

マーク・オーブンデン/著
梅田智世、竹花秀春/訳

かわしまはるこ／絵
たてのひろし／作

あまがえるの3びきは、くさむ
らから森へたんけんにでかけます。
はじめての森は、見たことのな
いものばかり。ぼうけんをたのし
んでいると、とつぜん虫や鳥にお
そわれ、大あわててでにげます。
にげまわったかえるたちは、お
なかがすいてへとへとに…。
森の豊かな自然をかえるたちと
いっしょにぼうけんしてみよう。

