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新 刊 案 内

▼小説・文学
◆灰の劇場（恩田陸）◆その扉
をたたく音（瀬尾まいこ）◆八
月の銀の雪（伊与原新）◆オム
ニバス（誉田哲也）◆ばあさん
は 歳（阿川佐和子）◆ラスプー
チンの庭（中山七里）◆フシギ
（真梨幸子）◆はじめて彼を買っ
た日（石田衣良）◆この本を盗
む者は（深町野分）◆クララと
お日さま（カズオ・イシグロ）
▼趣味・実用
◆最新日本の農業図鑑（八木宏
典）◆最新困ったときにすぐひ
けるマナー大事典（現代マナー・
作法の会）◆今こそ知りたいア
イヌ（三栄）◆やめる時間術
（尾石晴）◆整えるヨガ（廣田
なお）◆ハーブと薬膳のごちそ
うレシピ（若井めぐみ）◆時間
も食材も賢く使う飛田さんの料
理の工夫（飛田和緒）◆北海道
の病院２０２１（北海道新聞社）
▼児童書
◆にげてさがして（ヨシタケシ
ンスケ）◆はりねずみのおいしゃ
さんとおばけのこ（ふくざわゆ
みこ）◆ももんちゃんどこへい
くのかな？（とよたかずひこ）
◆水中最強王図鑑（Ｇ．Ｍａｓ
ｕｋａｗａ）◆猫町ふしぎ事件
簿２（廣嶋玲子）◆オンライン！
（雨 蛙 ミ ドリ ） ◆ つ る の家
（いもとようこ）◆爬虫類・両
生類（学研プラス）◆おとうと
のたからもの（小手鞠るい）◆
８人のいとこ２ ローズの恋
（オルコット）（◆世にも奇妙
な商品カタログ６（地図十行路）
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端野自治区

ご卒業（園）おめでとうございます。

３月１３日の端野中央保育園を皮切りに、端野中学校（１５日）、端野小学校及び端野しらかば
大学（１９日）の卒業（園）式がそれぞれ執り行われました。
卒業（園）生の皆さん、学び舎での思い出とこれからの希望を胸に次なる道へ羽ばたいてください。

端野自治区 お知らせ版

４月号
新入学（園）児を交通事故
から守る特別運動

お知らせ
森と木の里施設管理人
（会計年度任用職員）の
募集について

新しいランドセルを背負った
かわいい１年生や園児たちがう
れしそうに通学（園）する光景
が目に映る時期となりました。
４月６日（火）から 日（月）
まで「新入学（園）児を交通事
故から守る特別運動」が展開さ
れ、端野自治区でも期間中交通
安全指導員を中心に、ＰＴＡ・
各自治連合会役員さん等が、端
野自治区内主要交差点８ヵ所で
街頭立哨を行います。
新入学（園）児はこれまでと
全く異なった道路交通環境に戸
惑いを感じます。
また、他の児童も学年がかわ
り、気持ちが不安定となり注意
力が欠けがちになりますので、
交通安全の呼びかけにご協力を
お願いします。

森と木の里施設の管理人を次
のとおり募集します。
■業務内容
①施設使用予約受付業務
②施設維持管理業務（草刈等）
■雇用期間
５月１日（土）から
月 日（日）まで
■募集人員
若干名
■勤務場所
北見市端野町森と木の里
（端野町忠志３１８番地８）
■勤務日・勤務時間
〇指定する日
〇指定する勤務時間
１日（７時間 分）
１ヵ月（約 時間）
■賃金及び諸手当
①日額 ６，９５０円
②通勤手当支給（２㎞以上）
③期末手当支給（６ヵ月分）
■募集要件等
普通自動車運転免許所持、木
工器具の操作及び指導、エン
ジン刈払機の操作が可能な方
■応募期限
４月 日（木）
■申込先
北見市指定の履歴書に運転免
許証の写しを添え、端野総合
支所建設課まで持参ください。
※履歴書は、同課窓口に用意し
ています。
■その他
選考日程等については、申込
後に通知します。
■問い合わせ先
建設課管理係
電話
４
-００４
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のんたの湯入浴回数券有効期限延長

結婚・出生・死亡欄の掲載について

入浴回数券の有効期限は１年間ですが、昨年の新
型コロナウイルス感染症の影響で休業した期間
（「令和２年３月５日～３月３１日までの２７日」
「令和２年４月２０日～５月１５日までの２６日」）
分、有効期限を延長しております。
今一度有効期限を確認しご利用ください。
なお、詳細はのんたの湯までお問い合わせくださ
い。

５月号より「結婚・出生・死亡」欄の掲載に
ついては、端野自治区にお住まいの方で下記の
方について掲載いたします。

１．令和２年２月７日～令和２年３月４日の間に
購入した方は有効期限が５３日分延長となります。
（例①）購入日が令和２年２月２３日の方は
有効期限 令和３年２月２２日が
↓
令和３年４月１６日まで延長となります。
２．令和２年４月１日～令和２年４月１９日の間に
購入した方は有効期限が２６日分延長となります。
（例②）購入日が令和２年４月１日の方は
有効期限 令和３年３月３１日が
↓
令和３年４月２６日まで延長となります。
■問い合わせ先
のんたの湯 電話６７ー６１１１

①端野自治区にお住いの方で、端野総合支所市
民環境課窓口に届出をし、その際に掲載を希
望した方
②端野自治区にお住まいの方で、端野総合支所
以外の窓口（北見市役所本庁舎等）に届出を
した場合は、別途端野総合支所市民環境課に
掲載を申し出た方
※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・問い合わせ先
市民環境課市民活動係 電話５６－２１１６

車上狙いにご注意ください
北見市内の施設駐車場において車上狙いの被
害が増えています。
少しの間でも車を離れる場合は、必ず施錠し
車の中に鞄など置いたままにしないようお願い
いたします。
被害に遭わないよう、対策しましょう。
端野地域防犯協会
（事務局：市民環境課市民活動係）

端野自治区 お知らせ版
端野消防団日本消防協会表彰受賞
端野消防団が令和２年度第７３回日本消防協会定
例表彰の団体表彰を受賞し、３月１７日、女満別研
修会館で伝達式が行われ、北海道消防協会から表彰
旗が授与されました。

端野地域交通安全協会から寄贈
３月１５日、端野中央保育園と小桜保育園に連絡
帳等を入れる「なかよしリーフレット」が寄贈され
ました。この事業は、端野地域交通安全協会が子ど
もの交通事故防止推進事業として、４月から使用で
きるように毎年この時期に寄贈しており、今年も森
谷会長から山本園長に手渡されました。

４月号

端野林業グループ創立５０周年記念式典開催
３月５日、端野町公民館で「端野林業グループ創
立５０周年記念式典」が開催され、会員や関係者約
４０人が出席し５０年の歴史を振り返りました。
式典では、高橋会長の挨拶や来賓からの祝辞があ
り、長年会員として活動にご尽力された亀井正行氏
には感謝状が贈られました。

スクラッチアート体験講座開催
２月１８日、端野町公民館で「スクラッチアー
ト体験講座」が開催されました。「スクラッチア
ート」とは黒い用紙を専用のペンで削ることによ
って紙の下に隠れている色々な色の線が浮かび上
がってくる新感覚のお絵かきです。
参加者は削って出る色合いを楽しみながら描い
ていました。

姉妹都市丸森町特産品販売
３月２０日・２１日、東武イースト
モール端野店において、姉妹都市丸森
町の特産品販売が行われました。
本年は新型コロナウイルス感染症の
影響で例年開催されている物産展が中
止となった。毎年丸森町特産品の販売
を楽しみにされている方からの声も多
く、「物の交流は止めたくない」と端
野町姉妹都市交流協会が企画。販売は
交流協会会員が担当し、買い物客は足
を止め特産品を買い求めていました。

端野自治区 お知らせ版

４月号
水とみどりの輝くまち

界 に一つだ けのオリ ジナル デ
ザ インです 。色んな 場所で 仲
良く遊んでいるポケモン達は、
ま ちのＰＲ に一役買 ってい ま
す。
宮城県は 全国で唯 一、す べ
て の市町村 にポケふ たが設 置
さ れていま す。また 、この ポ
ケ ふた全て が、スマ ートフ ォ
ン 向け位置 情報ゲー ム「ポ ケ
モ ンＧＯ」 のポケス トップ と
な っていま す。感染 症の脅 威
が 収束した ら、 ポ ケふた 巡
り の旅をし てみては いかが で
しょうか。
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図書館からのおすすめ

■令和3年2月17日～令和3年3月16日

北海道のトリセツ

【お悔やみ申し上げます】

・安藤 義照 さん

97 歳

川 向

・深田 ヨネ さん

98 歳

緋牛内

・土山 義雄 さん

90 歳

一 区

・亀田サキ子 さん

86 歳

一 区

・尾崎ミツ子 さん

84 歳

緋牛内

※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。
■令和2年12月17日～令和3年1月16日
【お悔やみ申し上げます】
・加藤 静江さん
96歳

姉妹都市 宮城県丸森町から
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まるもり通信

２月 日夜、福 島県沖で発
生した 地震では 、丸森町 は最
大震度 ５強を観 測しまし た。
町内 の一部地 域では停 電・
断水（ 現在は全 て復旧済 ）が
発生し 、ブロッ ク塀や墓 石が
倒壊す るなど、 様々な被 害を
もたらしま した。約 年前の
東日本 大震災を 彷彿とさ せる
強い揺 れでした が、幸い これ
までに 、けが人 などの人 的被
害は出ていません。
今月 のまるも り通信は 、丸
森地区にある町西ポケットパー
クに２ 月に出現 した、ポ ケモ
ンがデ ザインさ れたマン ホー
ル「ポ ケふた」 について 紹介
します。
丸森 町に設置 されたポ ケふ
たには 、みやぎ 応援ポケ モン
の「ラ プラス」 に乗った 、猫
がモチ ーフの可 愛らしい キャ
ラクター「ニャース」と「ニャ
スパー 」の３体 が描かれ てい
ます。 背景には 山間を流 れる
川と、 満開のひ まわりの 花が
あしら われ、町 のイメー ジを
反映さ せたデザ インとな って
います。
全国 各地に設 置されて いる
ポケふ たは、そ のすべて が世
13

地図で読み解く初耳秘話
北海道の謎にせまる！！
北海道の地形・鉄道・歴
史・産業・文化のジャンル
に分かれていて、地図を読
み解きながらそれぞれの特
徴と魅力を紹介します。
まだまだ知られていない
トリビアもクローズアップ
されていて、知ってるつも
りの北海道でも意外な発見
が楽しめます。実際にその
場に行ってみたくなるよう
なおすすめの１冊です。
昭文社企画編集室/編

緋牛内

ねこは るすばん
端野自治区の人のうごき

ねこたちだけが知っているせかい

人 口 ／ ４，３９７ 人 （－１３）
男 ／ ２，１４６ 人 （－ ５）
女 ／ ２，２５１ 人 （ー ８）
世 帯 ／ １，９７５世帯 （－ ３）
２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。

町田尚子／作

飼い主が出かけたあと、一
匹さびしくるすばんをしてる
と思いきや、ねこはひみつの
とびらを通ってねこの町へ…。
本屋さんに行ったり、映画
をみたり、お寿司をたべたり、
温泉に入ったりと気のむくま
まに自由な時間を楽しむねこ
たち…。
飼い主がいないときに、あ
んなことやこんなことをして
すごす、ねこのせかいをのぞ
いてみませんか？

