info.
・管理課（役場内・☎２３－２６８９）
・社会教育課（役場内・☎２２－３８３４）
・子ども未来課（ゆとろ内・☎２３－３０２４）

※生活保護受給者はこの準備金の
支給対象とはなりません。
【就学援助制度の対象となる方】
①生活保護を受けている方。

就学援助「入学準備金」
入学前に支給します
当別町教育委員会では、就学が
困難な家庭で、
当別町立の小学校・
中学校に通学するお子様に対し、
就学費用の一部を援助する「就学

教育委員会だより

援助制度」を行っています。
今年度から、平成 30 年度に町
内の小学校・中学校に入学するお
子様の入学に係る費用の一部を援
助する「新入学児童生徒入学準備
金」を創設し、3 月に支給します。

★入学準備金の申請方法
【小学校 新１年生】
１月中に保護者宛に申請書等を
ご案内しますので、対象になると
思 わ れ る 方 は、2 月 15 日（ 木 ）
までに教育委員会へ申請してく
ださい。認定された場合、指定
された振り込み先口座へ「新入
学児童生徒入学準備金」として、
40,600 円を振り込みます。
【中学校 新１年生】
平成 29 年度就学援助制度の認

②前年度または当該年度に、次

▼提出先・問合せ
社 会 教 育 課 生 涯 学 習 係（ ☎
22 － 3834/FAX23 － 3114/
E-mail:kyoshakai1 ＠ town.
tobetsu.hokkaido.jp）

の措置を受けた方。
「生活保護
が停止・廃止された」「町民
税が非課税」「ひとり親家庭

子育
子育て支援センター
親子でご利用ください

で児童扶養手当を受給してい
る」など。
③その他、経済的理由によりお
困りの方で、前年の世帯全員
の年間総収入がおよそ生活保
護基準額の 1.3 倍以下の方。
▼問合せ

管理課学校教育係

（☎ 23 － 2689）

親子で楽しく遊ぶことができ、
子育て中の保護者同士の交流もで
きます。昼食スペースもあります
ので、昼食持参で遊べます。
■子育て支援センター週間予定
場所

「少年の意見発表会」
高校生の発表者募集！

月
火

ゆとろ

ふとみ保育所

キッズコース

ベビーコース

あそびのひろば あそびのひろば
ベビーコース
あそびのひろば

2 月 3 日（土）に「当別町少年
の意見発表会」を開催します。高
校生の部では、町内在住で町外の
高校に通う高校生の発表の機会を
設けています。日ごろから感じてい

水 あそびのひろば
木

ベビーコース
あそびのひろば

金 あそびのひろば

る思いを発表してみませんか。
▼募集対象・人数

町内在住で町

外の高校に通う方（応募多数の場
合は抽選になります）。
▼募集内容等

課題は自由とし、

あそびのひろば
キッズコース
あそびのひろば
あそびのひろば
ベビーコース
あそびのひろば

■開設時間・対象
平日の 9 時～ 14 時
・ あそびのひろば（0 歳～就学児
前対象）

定を受けている小学校 6 年生（中

家庭・学校・地域社会および友人

学校 新１年生）の保護者には、平

との関わりの中で、日ごろから感

成 29 年度就学援助費の振り込み

じている自分の思いを表現したも

先口座へ「新入学児童生徒入学準

の（発表時間 5 分以内）
。

備金」として、47,400 円を振り

▼発表原稿提出期限

込みます。
「新入学児童生徒入学

1 月 19 日（金）

サポート係（ゆとろ内・☎ 25 －

準備金」のための申請は不要です。

※発表原稿は任意様式です。

2658）
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うつくしいまち当別

・ キッズコース（よちよち歩き～
就学児前対象）
・ ベビーコース（0 歳～よちよち
歩き対象）
■問合せ

子ども未来課子育て

～ 少年指導センター から お知らせ ～
★子育ての基本は「食べさせる」
「寝させる」
「遊ばせる」
今も昔も変わらず、子育ての第
一歩はこの 3 つです。

★犯罪のない安心・安全な
地域をつくりましょう

学習交流センター
流センター
【一般書】

子どもを犯罪・不審者から守る

・「夜を乗り越える」

ためには、地域ぐるみの防犯意識

最近は、
「時間がない」
「食べら

がとても大きな力となります！

又吉 直樹
・「てんきち母ちゃんの茶

れない」の理由で、きちっと朝食

登下校の子どもたちに目を配っ

を食べないで登校する子どもが増

たり、声かけやあいさつしていた

えています。

だくことや、家族そろって地域の

この原因の 1 つは、
「寝る」こ

行事に参加するなど、ご近所・地

とに関係します。すなわち、大人

域の人々とのふれあいやかかわり

と一緒にいつまでも起きている状

あいを大切にすることにより、犯

態が許されていることです。その

罪のない安心・安全な当別町を地

ため、
「早寝、早起き」の習慣が

域全体でつくりましょう。

色いおかずばっかり！」
井上 かなえ
・「ヴェネツィア便り」
北村 薫
西当別コミセン【児童書】
・「世界遺産のクイズ図鑑」
世界遺産アカデミー
・「シランカッタの町で」

なくなり、いつまでも目覚めない

さえぐさ ひろこ

体ができてしまい、朝食が食べら

・「ふりかけヘリコプター」

れない状態をつくります。

石崎 なおこ

子どもの発育には、一日平均
います。どうでしょう、十分とれ
ていますか？

ここまでは、親の

責任です。子どもたちの、生活の
基本である成長のリズムを壊し、
体をより弱くすることが予想され
るのです。
最後に「遊び」の必要性です。
友達との交流の中で自分と違う意
見、
違う行動などに触れることで、
その子の世界は広がります。
また、
子どものたくましさは、遊びから
生まれます。しっかりと遊ばせま

■子どもに関する相談窓口
少年指導センターでは、友
だち・いじめ・勉強のことなど、
子どものさまざまな相談に応
じます。
○親と子の電話相談
（☎ 23 － 1010）
〇面接相談（☎ 22 － 3834）
※受付時間
月・木 10 時～ 11 時
12 時～ 16 時 30 分
火・水・金 10 時～ 11 時
12 時～ 14 時 30 分

「絵本よみきかせ会」
場所：ふくろう図書館
① 1 月 13 日 （土）
② 1 月 19 日 （金）
※時間はいずれも
午前 11 時～ 11 時 30 分
※図書修繕は 1 月 19 日（金）
午前 9 時 30 分～ 11 時

しょう。

◎平成 30 年度
募集種目

募集
応募資格等

平和を仕事にする
受付期間

試験期日等

陸・海・空
受付時に
18 歳以上
随時
自衛官候補生 男子
お知らせします
27 歳未満の者
（任期制自衛官）
18 歳以上
4 月中旬
一般
34 歳未満の者
※教育訓練招集手当は
公募
（50日/3年以内）1 月上旬
日額 7,900 円
予備自衛官補
18 歳以上 53 ～ ～ 4 月上旬 ※技能公募は衛生・語学・整備・
技能
建設等保有する技能に応じて
55 歳未満の者
公募 （10日/2年以内）
応募年齢が変わります。
江別地域事務所では、自衛官募集等に関する説明会を実施しています。
お気軽にお越しください。
（月から金曜日 午前９時から午後５時まで）
江別市野幌町 40-15 G ＆ T ビル 2F
▼詳細 自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所 ☎ 011 － 383 － 8955
役場環境生活課町民生活係
☎ 23 － 3209

当別町防犯協会事務局
（☎ 23 － 2711）

● 防犯協会ニュース

◇キャッシュカード詐欺にご注意を！
銀行員や警察官を名乗る者が「偽造キャッシュカード
が出回っている」
「キャッシュカードが古くなったので
新しいものと交換する」などと言って電話がかかってく
る詐欺が発生しています。キャッシュカードや暗証番号
は絶対に渡さない、教えないを守り、詐欺の被害に遭わ
ないようにしましょう。
◎平成 29 年刑法犯発生状況（11 月末現在）
侵入窃盗 部品狙い 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 不審者

7件

5件

7件

0件

24 件

2018 年 1 月号

4件
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教育委員会だより

10 時間の睡眠が必要といわれて

