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info.
・学校教育課（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）
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　女子軟式野球チーム・札幌
シェールズに所属する谷

たにづめ

詰実
み の り

紀依
さん（当別中２年）が、第 6回
全日本中学女子軟式野球大会北海
道大会に 2番・セカンドで出場。
2安打 3打点を記録し、チーム
の優勝に貢献しました。谷詰さん
は、8月に京都で行われる全国大
会に出場する予定です。

谷詰実紀依さん
野球で全国の舞台へ

当別町の歴史を後世に繋げよう！
歴史講演会 & パネル展

【パネル展】
「写真で見る当別の歴史（明治～昭和・平成）」
当別歴史ボランティアの会がこれまで実施してきた
展示作品の中から、当別の歴史を振り返る選りすぐり
の写真を用いたパネル展を開催します。
▼日時・場所
【本町地区】　白樺コミセン
　7月 31日（土）～8月 15日（日）
【太美地区】　西当別コミセン
　8月 17日（火）～8月 29日（日）
▼料金等　無料（※申込み不要）

【当別町歴史講演会】
「伊達邦直主従の当別開拓から学ぶもの」
　～当別開拓初期の展開と役割～
　北海道移住の契機、その後の展開、
当別に来てからの活躍、北海道開拓
に対する貢献といった当別開拓の歴
史をたどる歴史講演会を開催します。
▼日時　8月 22 日（日）　16 時～ 17 時 30分
▼場所　西当別コミセン
▼講師　当別歴史ボランティアの会　
　　　　アドバイザー　東前　寛治　氏
▼参加料　無料
▼定員　先着30名
▼申込方法 　8 月 18日（水）までに電話、FAX ま
たはメールで申込みください。

▼申込み・問合せ　当別歴史ボランティアの会事務局
（社会教育課社会教育係内・☎ 22－ 3834/FAX23
－ 3114/E-mail:kyoshakai1@town.tobetsu.
hokkaido.jp）

※当別歴史ボランティアの会では、一緒に活動してい
　ただける会員を随時募集しています！ 当別の歴史
　に興味がある方は、ぜひご連絡ください。

伊達邦直公

北海道初の公立
夜間中学が開校！

　令和 4 年 4 月に、道内初の
公立夜間中学として、札幌市に

就学義務猶予免除者等の
中学校卒業程度認定試験

　病気などの理由で保護者が就学
させる義務を猶予または免除され
た方などに対し、中学校卒業程度
の学力を認定するために国が行う
試験です。合格した方には高等学
校の入学資格が与えられます。受
験資格などはお問合せください。
▼願書受付期間
　9月 3日（金）まで
▼詳細・問合せ　文部科学省総
合教育政策局生涯学習推進課 
（☎ 03 － 5253 － 4111・内線
2643・2024）

「星
せいゆうかん

友館中学校」が開校します。
　中学校を卒業していない方や、
卒業したが不登校等の理由により
十分に学ぶことが出来なかった方
など（国籍不問）を対象とし、修
了すると中学校の卒業資格が与え
られます。
▼学校の所在　資生館小学校内
　（札幌市中央区南3条西7丁目）

▼申込み・問合せ　札幌市教育委
員会教育推進課（☎ 011－ 211
－ 3851）

＜入学者向け説明会＞
【第1回】9月 26日（日） 
　　　　  14 時～ 15時
【第2回】9月 29日（水）  
　　　　  18 時～ 19時
▼申込み期間
8月24日（火）～9月22日（水）
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社会教育施設
屋内施設の利用制限について
　ワクチン接種会場となるため、
12月末まで、総合体育館および
西当別コミセンのアリーナは利用
できません。また、一部貸室の使
用も停止します。今後の感染状況
により、変更する場合があります
のでご了承ください。
▼問合せ　社会教育課社会教育係
　（☎22－ 3834）
※各屋内施設の連絡先はｐ .31
　をご覧ください。

8/27（金）～ 9/2（木）は全国一斉
「子どもの人権 110 番」 強化週間！

　いじめや虐待など、子どもの人権に関する悩み
をご相談ください。強化週間中は、平日の受付時
間を延長して、土日も対応します。
▼主催　法務省人権擁護局
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＜受付時間＞　平日　8：30～17：15（年末年始除く）
※強化週間中は平日　8：30～19：00
　　　　　　　休日10：00～17：00　

　特定教育・保育施設等（町内で
は当別夢の国幼稚園・おとぎの
くに）を利用している方は、年1
回の現況届の提出が必要です。現
況届は、保育を必要とする事由に
引き続き該当していることの確認
や、9月からの利用者負担額（保
育料）を確定するために必要です
ので、必ず提出してください。
▼提出の流れ
①7 月中旬に対象者へ現況届を
　送付しています。
② 8 月 19 日（木）までにご利
　用の施設に提出してください。
※保育施設を利用の方は、保育を
　必要とする事由を確認するため
　の証明書の添付が必要です。
▼問合せ　子ども未来課子ども係
　（ゆとろ内・☎23－ 3024）

特定教育・保育施設等の
現況届を提出してください

　当別町子ども・子育て会議では、
町民の声を子育て施策等に反映さ
せるため、会議に参画していただ
く委員を公募します。
▼任期　令和 3 年 10 月 1 日～
令和 5年 9月 30日（2年間）
▼応募資格　子育て支援・少子化
対策に関心がある 18歳以上の町
内在住者
▼募集人数　若干名

子ども・子育て会議
委員を募集します

図書館企画 第 11弾！

▼展示期間　8月 3日（火）～
　8月 29日（日）まで
▼問合せ　当別町図書館
　（☎23－ 0573）

　待ちに待った夏が来ました！ 
今年はお家で最高の夏を満喫し
ちゃおう！

②お家で夏を満喫 in西当別分館

　一人で考え込まず、家族で・地
域で・町で・みんなで「楽楽介護」
をしていこう！

①楽楽介護 in当別町図書館

当別町図書館【一般書】
・「甘美なる誘拐 」平居 紀一
・「暗黒自治区 」亀野 仁

西当別分館【児童書】
・「未来への授業」和田 孫博
・「クマとこぐまのコンサート」
　デイビッド・リッチフィールド

▼問合せ　当別町図書館
　（☎23－ 0573）

平和を、仕事にする。
陸海空自衛官募集

採用種目 応募資格 受付期間 試験期日

一般曹候補生 18歳以上33歳未満の者
9月 6日（月）
まで

9月16日（木）
～19日（日）
※2次試験有

自衛官候補生 18歳以上33歳未満の者
年間を通じて
行っています

受付時にお知
らせします

　江別地域事務所では自衛官募集等に関する説明を実施しています。
　江別市野幌町40 -15  G＆Tビル 2F（月から金 午前 9時～午後５時）
▼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

◎自衛官採用案内

▼応募方法　任意様式に住所・氏
名・生年月日・性別・職業・電話
番号・応募理由を記載の上、提出
してください（郵送・メールも可）。
▼申込期限　8月 20日（金）
▼申込み・問合せ　子ども未来
課子ども係（ゆとろ内・☎ 23
－ 3024/E-mail：kosodate@
town.tobetsu.hokkaido.jp）

　親子で楽しく遊ぶことができ、
保護者同士の交流もできます。活
動予定は町ホームページ、または
ポータルサイトをご覧ください。
利用には事前予約が必要です。
　なお、育児相談など電話での対
応も引き続き行っています。
▼開設時間　平日9時～ 12時
▼対象　0歳～就学児前まで
▼開設場所　ゆとろ、認定こども
園おとぎのくに
▼問合せ　子ども未来課子育て
サポート係（ゆとろ内・☎ 25－
2658）

「あそびのひろば」
を開設しています


