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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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図書館企画第 23 弾！

　心の薬になるような本を紹介し
ます。

　ハロウィン特集と秋のお話

▼展示期間　10月2日（日）まで
▼問合せ
　当別町図書館（☎ 23 － 0573）

　「あそびのひろば」で、ヨガや
ストレッチで骨盤の歪みを整える
体験講座を行います。申込みのう
え、マスクを着用し、動きやすい
服装でご参加ください。
※育児相談なども引き続き行って
　います。
▼日程等（各日定員５名程度）
　10 月７日（金）ゆとろ
　10 月 14 日（金）おとぎのくに
▼時間（受付は 10 時～）
　10 時 15 分～ 11 時 15 分
▼講師 ヨガインストラクター
　小笠原　あゆみさん
▼料金・持ち物　無料・タオル
▼申込期間
　９月 20 日（火）～ 30 日（金）
※電話、窓口、町 HP
　または右のＱＲコー
　ドで申込みください。
▼問合せ
　子ども未来課子育てサポート係
　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

親育ち講座
骨盤矯正を行います

当別町図書館【児童書】
・「十年屋（６）見習いのお時間
　です」　廣嶋　玲子
・「ないしょないしょのももんちゃん」
　とよた　かずひこ
西当別分館【一般書】
・「香君（上）西から来た少女」　
　上橋　菜穂子
・「ラブカは静かに弓を持つ」　
　安壇　美緒
▼問合せ　
　当別町図書館（☎ 23 － 0573）

認定こども園の公開見学と
令和５年度「幼稚園」「2 歳児プレスクール」
入園説明会を開催します

※参加希望の方は、事前に電話で
　ご予約ください。
※参加当日は、上靴（お子さん・
　保護者用）、外靴袋をご持参く
　ださい。
▼詳細・問合せ
　社会福祉法人高陽福祉会
・認定こども園当別夢の国幼稚園
　（☎ 23 － 2381）
・認定こども園おとぎのくに　
　（☎ 26 － 2353）

▼幼稚園対象児童
　平成 29 年 4 月 2 日～令和２年
4 月 1 日生まれのお子さん（令
和２年 4 月 2 日以降生まれのお
子さんは、3 歳の誕生日から入園
ができます）。
▼ 2 歳児プレスクール対象児童
　令和２年 4 月 2 日～令和３年
4 月 1 日生まれのお子さん（満 3
歳で入園する前に４月の入園式か
ら通えます）。

園名（住所） 公開見学・説明会 願　書 面接・
制服合わせ

認定こども園
当別夢の国
幼稚園

（北栄町）

10 月 4 日（火）
受付    10：00 ～
見学　 10：15 ～
説明会 10：45 ～

配布
10 月 4 日（火）～ 
受付
11 月 1 日（火）
10：00 ～

11 月 29 日（火）

認定こども園 
おとぎのくに

（太美町）

10 月３日（月）
受付    10：00 ～
見学　 10：10 ～
説明会 10：45 ～

配布
10 月３日（月）～ 
受付
11 月 1 日（火）
10：00 ～

11 月 25 日（金）

ちょっと疲れていませんか？
　　　　　　    　　　in 当別町図書館

ハローハローちょっと早めの
ハロウィンと秋    in 西当別分館

　令和５年度に使用する小・中学
校用教科用図書の採択結果等が閲
覧できます。町ホームページにも
掲載します。
▼閲覧期間
　9 月 1 日（木）～ 16 日（金）
　9 時～ 17 時
　※土・日曜日を除く。
▼場所　学校教育課（役場 3 階）
▼閲覧資料　採択結果、理由およ
　び採択教育委員会協議会資料等
▼問合せ
　学校教育課学校教育係　
　（☎ 23 － 2689）

教科用図書採択結果等
を公表します
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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）

　３年ぶりに舞台部門も併せて開
催します。一般参加者の出品・出
演の申込みをお待ちしております。
▼日程　11 月３日（木・祝）、
　11 月５日（土）、11 月６日（日）
▼場所　西当別コミセン
▼募集内容　
①展示部門（一人 2 作品まで）
　絵画、書道、手工芸など　　　
②舞台部門
　合唱、演奏、舞踊、カラオケなど
▼申込方法　総合体育館、白樺コ
　ミセン、西当別コミセンに設置
　の申込書に記入のうえ提出。
▼申込期限　９月 30 日（金）
▼問合せ　当別町文化協会事務局
　（社会教育課内・ 22 － 3834/
　FAX　23 － 3114）

図書の寄贈を
いただきました

第 73 回当別町文化祭
参加者募集！

管内大会第２位！管内大会第２位！
女子 1・2 年走り幅跳び女子 1・2 年走り幅跳び

管内大会第１位！男子 400 ｍ管内大会第１位！男子 400 ｍ  
通信陸上第３位！男子 110 ｍ通信陸上第３位！男子 110 ｍ ＨＨ

ﾊｰﾄﾞﾙﾊｰﾄﾞﾙ

谷詰実紀依さん
女子軟式野球で全国へ

　とうべつ学園９年生の谷詰
実
み の り

紀依さんが、８月６日（土）～
８月８日（月）に東京で行われた
第 20 回全日本女子軟式野球学生
選手権大会と、８月 18 日（木）
～ 24 日（水）に京都府で行われ
た第７回全日本中学女子軟式野球
大会に出場しました。
 試合結果は両大会ともに初戦敗
退でしたが、全国の舞台で健闘し
ました。

管内大会第３位！管内大会第３位！
男子走り幅跳び 男子走り幅跳び 吉田 吉田 優優

ゆうじんゆうじん
仁仁  さん ( ９年）さん ( ９年）

　子供たちに木とふれ合い、木に
学び、木と生きることへの理解を
深めるための木育（もくいく）活
動の一環として、当別町森林愛護
組合連合会から教育委員会へ、森
づくりを漫画で学べる「北の森漫
画」200 冊が寄贈されました。
　この漫画は、各学校図書室、当
別町図書館、西当別分館で見るこ
とが出来ます。

管内大会第３位！管内大会第３位！
男子男子 400400 ｍｍリレーメンバーリレーメンバー

写真上から写真上から

永井 永井 輝輝
あきらあきら

  さん（３年）さん（３年）

吉薗 吉薗 架架
かけるかける

  さん（３年）さん（３年）

明石 悠之介明石 悠之介  さん（３年）さん（３年）

飯田 飯田 城城
じょうへいじょうへい

平平   さん（３年）さん（３年）
全道大会第３位！全道大会第３位！
男子種目別鉄棒男子種目別鉄棒  堂德 椋馬 堂德 椋馬 さんさん（３年）（３年）

写真左から写真左から

中体連 全道大会出場アスリート

西当別中 陸上部

吉薗 吉薗 架架
かけるかける

  さん（３年）さん（３年）

永井 永井 輝輝
あきらあきら

  さん（３年）さん（３年）

川嶋 夏実川嶋 夏実  さん（２年）さん（２年）

とうべつ学園 陸上部

西当別中 体操部
管内大会第１位！男子 110 ｍ管内大会第１位！男子 110 ｍＨＨ

ﾊｰﾄﾞﾙﾊｰﾄﾞﾙ
  

参加標準記録突破！男子 100 ｍ参加標準記録突破！男子 100 ｍ


