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雨竜川総合運動公園野球場
落成セレモニーの様子

広報ぬまた８月号

７月５日に開催された町民運動会では、日頃から防災への意識を持ってもらおうと、
「防災○×クイズ」
や「防災障害物競争」が行われました。
防災○×クイズの内容は次のとおりです。今一度、問題と答えを確認して、今後の参考にして下さい。
～問題～（防災○×クイズ）
第１問

突然の地震。まずすべきことは、身の安全を確保するよりも「火を消す」ことである。

第２問

ガソリンスタンドのすぐ近くで地震に遭遇しました。このような場合、ガソリンスタンドは丈
夫な建物なので、ガソリンスタンドの敷地内に避難するとよい。

第３問

大地震が起きたら、すぐに町の指定した避難所へ避難することが大切である。

第４問

大災害時は、テレビやラジオは当てにならないので、その場にいる人の声を頼りに行動を決定
することが必要である。

第５問

災害に備えた家庭の備蓄は、最低でも水は１人３リットル×３日分、食料は１日３食×３日分
が必要である。

◆災害はいつ発生するかわかりません。
いざという時のために日頃から備えを万全
にしておきましょう。
台風や豪雨などは、テレビやラジオからの情報によって事前に予測でき、被害を最
小限に止めることができます。

８月 日から９月５日は「防災週間」です

◆町民運動会（7/5）で、防災関連の競技が実施され
ました。
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防災の基本は「自らの身の安全は自ら守る」ことです。
日頃から、いざという時のために非常持出品などを備えておくようにしましょう。
皆さまのご家庭に「防災のしおり」をお配
りしています。
防災に関する対策等について記載されてい
ますので、日頃から内容を確認し、いつでも
見られるような場所に保管しておきましょう。

※上記問題の答えは次のとおりです。
第１問

※正解は「×」
揺れが収まってから火を消す。まずは身の安全の確保が正解です。揺れている最中に火を消し
に行くと、かえって大やけどの危険があります。

第２問

※正解は「○」
ガソリンがあるので火災の危険性があると思われますが、ガソリンスタンドは丈夫な建物なの
で以外にも比較的安全です。阪神淡路大震災の際もガソリンスタンドで火災・爆発は１件もあ
りませんでした。

第３問

※正解は「×」
地震の場合、まずは近くの学校グランドや公園など、落下物等の危険のない広くて安全な場所
に避難することが必要です。

第４問

※正解は「×」
冷静な行動をとるには、正確な情報を知ることが大切です。デマに惑わされることなく、ラジ
オやテレビから正確な情報をつかみましょう。

第５問

※正解は「○」
災害が発生し、避難所生活が始まっても、すぐには給水活動や食料の配給がされるとは限りま
せん。
①飲料水は１日最低１人３リットル、保存はポリタンクが便利です。
②生活用水と消火用水については、普段から浴槽やヤカンに汲み置きしておくと役立ちます。
③食料は、米・もちなど主食を用意。お米は普段から多めに買っておきます。副食として缶詰
やレトルト食品などを用意し、お年寄り・病人・乳幼児のいる家庭は、そのための食料も用
意します。
④煮炊きする、固形燃料や卓上用コンロも忘れず用意しましょう。
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◆災害のときこそ「地域の絆」。行政区や町内
会でも防災活動について話し合いましょう。
もしもの時に、一番頼りになるのは「地域での助け合い」。
「自分たちの地域は自分たちで守る」といった意識と連携が、災害時において大きな
力になります。

◆自分の避難場所を知っておきましょう。
災害が発生し、避難の必要がある場合は、役場から「避難勧告」や「避難指示」な
どの発令をします。
発令された場合には速やかに避難
所へ移動できるよう、あらかじめ自
分の避難場所や持出品を確認し、避
難の準備をしておきましょう。
また、発令がない場合でも危険を
判断した場合は自主的に避難するよ
う心がけましょう。

「避難勧告」や「避難指示」の発令は、
防災無線のほか、緊急速報 ( エリア ) メー
ルで、皆様に周知いたします。
※緊急速報 ( エリア ) メールとは ?
沼田町付近 ( エリア ) に居る方に、携
帯電話のメールを通じて避難情報を提供
するシステムで、人命等にかかわる緊急
時に、避難情報等を役場から配信いたし
ます。（H27.8 から運用）
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まちの 話 題
雪山も登場

いこいの広場開催

23

7/

野球場が新しく生まれ変わりました

雨竜川総合運動公園野球場で落成セレモニー

７月２３日（木）～２４日（金）の 2 日間、
「町民い
こいの広場」が開催されました。
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昨年から行われていた大規模な改修工事が完了したことから、７月１２日（日）雨竜川総合運動公園野球

開園式で商工会青年部の川嶋部長は「子どもたちに

場で沼田町軟式野球連盟（山田英次会長）が主催して落成セレモニーが開催されました。

とってこのイベントが楽しい夏休みの思い出になるよう

午前中は連盟に加盟している５チームに沼田中学生のチームが加わりトーナメント選が行われ「NBA」

に頑張ります」と挨拶。

チームが優勝しました。

１日目は法被を着た保育園児の太鼓演奏や、小中学校

午後からは落成セレモニーと、小学生を対象とした野球教室が開催され、集まった各チームの選手が技術

のブラスバンドの演奏、お宝まきが行われました。会場

やメンタルでの面について細かく丁寧に指導していました。初めてボールを投げたり受けたりする子供も楽

に用意された水遊び場では、子どもたちがずぶ濡れにな

しそうに取り組んでいました。

りながらはしゃいでいました。
また、この日は日赤奉仕団が「非常食炊出し訓練体験
コーナー」を設け、特殊な袋を使って炊いたお米の試食
を行い、食べた人たちは「炊飯ジャーと全然変わらない」
と美味しそうに食べていました。

▲雪山で遊ぶ子供たち

野菜販売やステージショー

とむとむ祭り～まちなか賑わい夕市～
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７月３０日（木）駅前とむとむ広場で新鮮野
菜の販売や焼き鳥、ビールなどの屋台が並んだ
「とむとむ祭り＆まちなか賑わい夕市」がまち
なか賑わい夕市事業実行委員会の主催で開催さ
れました。
当日は雨が降る中での開催となりましたが野
菜の販売や飲食店の屋台、ホタテが当たるダー
ツ、
「沼田吹ガールズ」や札幌の「一世一代時
▲一世一代時代組のステージ

元気な沼田町のために

代組」が唄・殺陣を披露しステージを盛り上げ

▲参加者で記念撮影

ました。

まちのこれからを考える

地域おこし協力隊へ委嘱状の交付

3
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ぬまたの若者によるワークショップ

17
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７月１７日（金）～ぬまたの若者が考える「まち」のこ
れから～と題し、ゆめっくるにおいてワークショップが行
われました。

８月３日（月）に新規採用の地域おこし協力隊員へ委嘱状

町総合戦略策定の一環として、ワークショップの企画か

の交付が行われました。
地域おこし協力隊員とは、地域おこしや地方での起業など

ら当日のパンや飲み物の提供まで、町内の有志の方々にご

に興味のある都市部の住民を地方自治体が公募・委嘱した隊

協力いただき、職域や友達同士のグループ・中学生などを

員の事で、平成２１年度に国において制度化されています。

含めた若者５０名が１０のテーブルに分かれ、５年後の「ぬ

委嘱された隊員は、地域おこし活動の支援や農林漁業の応

また」の未来の姿を想像し、軽食をとりながら気軽に話し

援、住民の生活支援など「地域協力活動」に従事し、併せて

やすい雰囲気の中で意見を出しあう「カフェスタイル」で

その定住・定着を含めて地域活性化を目指します。

のワークショップを行いました。
参加者からは「リーズナブルな居酒屋があったら、もっ

沼田町で５人目となる委嘱を受けた阿部公樹さんは、札幌

と交流が活発になる」
「ドックランや動物と触れ合える施

市出身で現在は農産加工場で業務を行っています。

設があれば、町外からも人が来る」など、若者らしい積極

▲委嘱を受けた阿部さん
▲多くの参加者で盛り上がりました
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的な意見を発表し合いました。
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まちの 話 題

ふれあい information

障がい者福祉のさらなる増進を目指し

はじめよう！ノルディックウォーキング

空知地区身体障害者福祉沼田大会

８月６日（木）町民会館で、空知地区身体障害者福祉
沼田大会が開催されました。

最近、沼田町内で「杖」や「ストック」のようなものを使って歩いている方を見
かけませんか？
これはノルディックウォーキングというものです。

障がい者福祉の増進を図ることを目的に、空知管内か
ら２２０名が参加し、
「共に助け、励ましあい、みんな
で築こう福祉のまちづくり」をスローガンに、記念式典

※通常歩行に比べ、以下のような様々な効果があります。

全身を使う運動のため、
消費カロリー 20%UP!!
メタボ予防・解消にも効
果的！

や講演会などが開催されました。
「沼田吹ガールズ」や「歌声サークル」の演奏や「お

び、姿勢よく歩けます。
腕も使って歩くため、二
効果的！

きがいづくりアドバイザー北海道協議会顧問の上野正志
さんの講演が行われました。

▲上野さんの講演の様子

晴天の中で開催

消防ちびっこ広場

８

8/

８月８日（土）役場前の駐車場で、「第２２回消防ちびっこ広場」が
開催されました。
消防ちびっこ広場では、毎年多くの体験コーナーや催しを用意してお

なり、膝痛予防に効
果的！

わら踊り同好会」の踊りも披露され、午後からは健康生

背筋が無理なくピンと伸

の腕のシェイプアップに
膝への負担が少なく

６

8/

り、的に向かって放水を体験する「放水コーナー」や、本物の消防車に

腰への負担が少な
くなり、腰痛予防

乗れる「乗車コーナー」
、かき氷、フランクフルト、スーパーボールす
くいなど無料縁日コーナーなど、集まった多くの子供たちで賑わいを見
せていました。

にも効果的！！
このように膝・腰など体への負担が少なく、ウォーキング効果を高める運動です。
沼田町では平成２４年の荻原健司さんの講演会以降、実践している人が増えていま
す。沼田町だけでなく、北海道各地で流行している運動の１つです。
７月６日に旧中学校で体験会を実施

▲沢山の子どもたちで賑わいました

今年のトマトも美味しく育ちました

農産加工場でトマトの初入荷

しました。当日は３５名の参加があり、
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８月１０日（月）北のほたるファクトリーにて、今シー

晴れの中ノルディックウォーキングを

ズン最初のトマトが入荷しました。

楽しみました。

北のほたるファクトリーは、平成２６年度から操業を
開始。これまで製造していたトマトジュースに加え、新
たにトマトケチャップやトマトピューレなども製造し、

興味のある方、体験してみたい方、

道内はもちろんのこと、道外、海外からも高い評価を得

講習会を開いてほしいなどお気軽に役

ています。
今回入荷されたのは、北竜３行政区の高儀好明さんが

場保健福祉課（☎３５－２１２０）ま

生産した約２００kg の真っ赤に熟したトマト。初入荷

でご連絡ください。

の記念として、生産者の高儀さんには金平町長からご祝
▲金平町長からご祝儀を受け取る高儀さん
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保健福祉課健康グループ
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☎

儀が手渡されました。

35-2120【担当：松野】
2015.08 NUMATA
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消

沼田警察署あんぜん広場 NumataPolice ☎ 35-3110
防災意識の高揚

～災害に備えて安心

町内で 119 番をかけたら、どこにつながるの？

我が家の防災～

災害は、いつ、どこで、どのように起こるかわかりません。
突然やってくる災害から身を守るため、普段から災害に対する備えをすることが大切です。
そのため、
○ 家族がバラバラになったときに集まる場所や連絡の方法
○ 市町村が指定している避難場所
○ 災害時に持ち出す大切なもの
などを家族全員で確認しておきましょう。
市町村長から避難の指示などがあった場合は、まず落ち着いて行動し、市町村職員や警察官の指示に従っ
て避難しましょう。
車を運転中に大きな地震に遭ったときには、次のことを守ってください。
○ 慌てずにハザードランプを点け、車を道路の左側に止めてください。
○ ラジオなどで地震情報、道路情報などを確認して行動してください。
○ 車は、できるだけ道路以外の場所に移動して駐車してください。
○ やむを得ず道路に車を放置するときは、道路の左側に寄せ、エンジンを止め、窓を閉め、エンジン
キーを付けたままにして、ドアロックはしないでください。
○ 通行止めなどの交通規制が行われているときは、警察官や道路管理者の指示に従って行動してくだ
さい。

１１０番の正しい利用方法

平成 27 年
平成 26 年

出店荒し 車庫荒し 置引き

鉄板盗

自動車・
オートバイ盗

町内における交通事故件数

2015.08 NUMATA

家や公衆電話などの固定電話で 119 番通報すると、基本的に電話がある地域を管轄する沼田消防署の通
信室につながります。

固定電話

沼田消防署

電話局
１１９

◆携帯電話の場合（沼田町内）
波をキャッチします。基本的には、大きな消防本部につながるようになっているので、深川消防署の通信室
につながります。深川消防署の通信員の確認したい内容に正確に答えてください。深川消防署通信室から沼

※携帯電話から 119 番をかけても直接、沼田消防署にはつながりません。
※地域によっては深川消防署につながらず、隣接する消防本部につながる可能性があります。
※ 119 番通報を転送するときは、時間がかかる場合があります。

携帯電話

自転車盗 車上狙い

部品
ねらい

詐欺

軽油
灯油盗

その他

１

交通事故の発生状況
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◆固定電話の場合（沼田町内）

その後、沼田消防署の通信員につながります。

１

（平成２７年６月末現在）

人身事故
平成 27 年
平成 26 年

初につながる消防署が違います。携帯電話はとても便利ですが、119 番をかけるときは、注意しましょう。

沼田消防署

携帯電話
のアンテナ

（平成 27 年６月末現在）

２
１

ているのかを確実に伝えましょう。また、固定電話と携帯電話では同じ場所から 119 番をかけても一番最

１１９

犯罪の発生状況
荒 し

備ができていますが、場所がわからなければ出動できません。まずは、落ち着いて、どこで、なにが起こっ

田消防署通信室に 119 番通報の転送（つなぎ替え）が行われますので、通話を切らずに待っていてください。

【正しいかけ方】
○ 110 番は、市外局番を押す必要はありません。直接 110 番でつながります。
（旭川方面管内は全て旭川方面本部通信指令室につながります。
）
○ 110 番する場合は、あわてず、落ち着き
・何が起きたのか（事件ですか？事故ですか？）
・いつ起きたのか（通報する何分前の出来事ですか？）
・どこで起きたのか（場所はどこですか？地番まで教えて）
・犯人はいるのか（徒歩で逃げたの？それとも車？）
・あなたの名前は（住所・電話番号も教えて）
など電話に対応した警察官の質問に答えて下さい。

空き巣

火事や病気の人が発生したら、電話をかける番号は１１９番。消防車や救急車はすぐに出動できるよう準

携帯電話を使用して 119 番通報すると、携帯電話は電波で通信しているので、近くにあるアンテナが電

１１０番は、事件や事故が発生したときに緊急に警察に通報するための「警察専用の緊急用電話番号」で
す。相談や照会等緊急性のないものは、警察相談専用電話（#9110）または沼田警察署にかけて下さい。

事務所

報

深川地区消防組合深川消防署
沼田支署予防担当☎ 35-2050

物損事故
３ 平成 27 年
３ 平成 26 年

２６
３２

合計

２

５

２

４

町民が町外で第１当事者と
なった人身事故件数
平成 27 年
平成 26 年

２
0
（平成２７年６月末現在）

携帯電話

基地局

深川消防署

電話局

大切な家族や財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

『後にしよう

その油断が

火事になる』

2015.08 NUMATA
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『自然とふれあう』

生涯
学習

～一貫・連携教育公開研究大会開催準備進む～

夜高あんどん祭りが終わると季節は秋に変わります。
祭りが始まるまでの夏の暑さもいいですが、適度に涼しく

一貫・連携教育最大の長所は、教職員・保護

緑の木々が赤や黄に染まっていく秋もいいものです。

者・町民が、幼稚園、小学校、中学校とそれぞ

そこで今回は秋にちなんで、秋になると楽しめる自然を知

れ区別して行ってきた子ども達の教育を、今ま

ることができる本を紹介します。

で以上に幼・小・中１０年間通して行う視点を

夏に競うように咲いていた花は秋になると、次代のために

持つことが出来ることです。沼田町では、１０

種を残します。９～１０月にかけて実や種をつける身近な植

月２８日の「一貫・連携教育公開研究大会」開

物といえば、ヒマワリ・ツユクサ・ホウセンカなどがありま

▲ 6/26

小５外国語乗り入れ授業

す。この秋、普段は見ることのできない実や種を見るには絶
好の機会です。

催に向け準備を進めています。次に三点紹介し
ます。

1

プレ授業効果

虫の鳴き声も秋がきたと感じるもののひとつではないで

６月２２日には小３算数（わり算）・中１数学（文字と式）、６月２６日には小５外国語活

しょうか。コオロギやスズムシ、キリギリスなど美しい音色

動（ハイフレンズ）の１０月本番に向けたプレ授業を実施しました。このことにより、今ま

を響かせる虫は、秋が近くなるとよく見かけるようになりま

で以上に幼・小・中教職員相互の一貫連携の意義と効果が鮮明になってきました。

ゆめっくる

≪沼田ならではの新たな教育スタイル≫沼田町一貫・連携教育
幼小中の「新たな授業づくり」に向けて！！

す。
コオロギやスズムシなどの飼い方はそれほど難しくないの

２

で、虫を育ててみたいというお子さんにおすすめです。

新たな授業づくりへ

第２回教育振興会全体会において、教職員から一貫・連携した新たな授業づくりについての積極的な意見

植物や虫など自然に関する本は図書館にたくさんあります

が上がりました。早速、教職員の意見を具現化し、７月１５日には第１回授業検討委員会を開催し、系統性（幼

ので、図書館に来館されたときはぜひ手に取ってみてくださ

小中１０年の積み上げ）や学習ガイド（幼小中１０年の学びのルール）を意識した「新たな一貫・連携教育

い。

の授業づくり」について精力的な検討が進んでいます。幼小中の教職員が変わり、子どもが変わり、沼田の
教育が変わる大きな一歩です。
３

≪一般書≫
リカーシブル

米澤

ジャイロスコープ

伊坂幸太郎

東京革命―わが都政の回顧録―

石原慎太郎

葬送の仕事師たち

井上理津子

探偵の探偵

松岡

１・２巻

穂信

圭祐

生きるということ

なかにし礼

歌丸極上人生

桂

歌丸

ごんたくれ

西條

奈加

ボーイミーツガールの極端なもの
山崎ナオコーラ
頂点への道

錦織

圭

≪児童書≫
とうもろこしくんがね…

とよたかずひこ

ねこの風つくり工場

みずのよしえ

まっかっかトマト

いわさゆうこ

ねこの手かします４・５巻

内田

けんかともだち

長谷川

知子

いいこねんね

長谷川

義史

ありがとさん

いもとようこ
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麟太郎

『オールド・テロリスト』 村上

龍

「年寄りの冷や水とはよく言った
ものだ。年寄りは、寒中水泳などす
べきじゃない。別に元気じゃなくて
もいいし、がんばることもない。年
寄りは、静かに暮らし、あとはテロ
をやって歴史を変えればそれでいい
んだ」怒れる老人たち、粛々と暴走
す。唯一無比の最新長編！
『生きる―劉連仁の物語―』森越

智子

１９４４年９月、日本軍により中
国から連れ去られた劉連仁。苛酷な
炭鉱労働から逃亡し北海道の山中で
一人、１３年間生き抜いた。奪われ
た人としての尊厳をとり戻すための
孤独な闘いの物語。

公開研究大会に向けて
６月に全道１４管内に向けて第一次案内を発信しました。

公開研究大会では、①音楽（小中合同授業）、②算数（小６）、
③数学（中２）、④外国語活動（小５）、⑤生活科（小１～幼
稚園と連携）が決定しており、公開準備を進めています。
▲ 7/15

第 1 回授業検討委員会

おめでとう！城田有梨さん！全道へ！！
～「少年の主張」空知大会最優秀賞～

7 月 14 日、新十津川町で開かれた地区大会で「私の未来予想図」
と題し、地域の医療過疎について自らの体験や見聞きした事柄を交
えスピーチし、最優秀賞を受賞しました。城田さんは、小学校時代
からたくさんの本を読み、理路整然とした表現で数々の受賞歴があ
ります。中学３年生となり、さらに論調に磨きがかかった感あり！

家から図書館の本を検索しよう
昨年９月から図書館が新システムにかわり、イ
ンターネットで本の検索ができるようになってい
ます。検索は、沼田町教育委員会のブログのリン
ク集からどうぞ。

「地域医療の思い」が、抜群の論旨として評価され、空知地区代表
の座を射止めました。９月３日、札幌中央区「かでる 2・7」で開
かれる全道大会に向け、毎日練習に励んでいます。明るい話題に沸
く沼田町、ありがとう輝く沼田っ子、がんばれ城田有梨さん！！

http://blog.canpan.info/numakyoui/
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人

口

３，
２７５人

（前月比

０ 人）
男

性

１，
５４２人

（前月比

２ 人）
女

性

１，
７３３人

（前月比

△２ 人 ）
１，
５５８世帯 （前月比

２世帯）
世帯数

交通事故死ゼロ
将来の夢は

アイドル

心咲ちゃん（６歳）

そうた

奏汰く
増加）転

入：

３人

出

生：

１人
減少）転

出：

１人

死

亡：

３人

お

名

く や

歳

歳

年齢

旭町西

旭町東

市１南

住 所

み

歳

死亡月日

日

日

ご

誕生月日

ん ７月

両親の名前

日 和也さん・彩奈さん

～広報担当のつぶやき～

先月号での表紙やつぶやきについて

色々なご意見やご感想をいただきまし

た。多くの皆さんに読んでいただいてい

るんだと励みにしたいと思います。

■発行者 北海道雨竜郡沼田町長 金平嘉則 ■編集 総務財政課広報情報グループ
〒 078-2202 北海道雨竜郡沼田町南１条３丁目６番５３号
■ TEL：0164-35-2111 ■ホームページ：http://www.town.numata.hokkaido.jp/

広報情報グループ（川嶋）
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氏

７月

彦好さん

本間

児

う ぶ

８月８日

７月

あずさ

生

義枝さん

宮越キミエさん
平田

池川

原田 梓 ちゃん ６月４日 幸寿さん・ 亜希子さん

出

え

79 99 70

土の入れ替えや芝生の養生など
大規模な改修が行われた野球場で、
軟式野球連盟主催により行われた
落成セレモニーでの一コマです。
【７月１２日撮影】

惺南ちゃん（６歳）

川嶋

24 14

27

な

一志くん（６歳）

ス

NUMATA 広報ぬまた 8 月号

ー表紙の写真ー

Cover

1,145 日継続中 !!
みさき

多田

ウェイトレ

ガ

せ
かずし

黒田

★キ

輝くぬまたっ子

８月生まれの

将来の夢は

イダータイ
仮面ラ
将来の夢は

ラリ★

（平成２７年７月３１日現在）

人の動き

■総人口増減内訳

（平成２７年８月２７日現在）

