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「考えて自分がされて嫌なこと」

学校だより

スキー授業始まる

１月２０日㈫

３年Ａ組が網走レイクビュースキー場でスキー授業を行いました。
スキー授業は、
冬の体育の授業の一環として各学年・クラスごとに行って
います。
３年生は２月から家庭学習期間に入るので、
スキー授業は１回だけで
すが、
最後のスキー授業を楽しんでいました。
１・２年生は、
１月２７日㈫の２年Ａ
組を皮切りに、
それぞれ３回ずつスキー授業を行います。

１Ａ井出さん オホーツク教育局奨励賞受賞
１年Ａ組の井出百香さんが、
「 いじめ・ネットトラ
ブ ル 根 絶！メッ セ ー
ジ コンクール いじ め
で オ ホーツク 教 育 局
奨 励 賞 を 受 賞しまし

年金セミナー

～年金の制度って？

１月２２日㈭

７校時、
３年生を対象に
「年金セミナー～年金の制度って？」が開かれました。
日本年金機構北見年
金事務所・国民年金課の工藤雄大氏を講師に、
３年Ａ組の生徒３５名が年金の制度の基本について
学びました。
「１か月に支払わなければならない国民年金の保険料はいくらでしょうか？」
というようなクイズや
老後に必要な生活費、給付と負担の関係などの説明を聞きながら、年金の制度についての理解を深
めました。
３年生はもうすぐ卒業を迎え、年金の制度等、社会人として必要な知識を
身につけるいい機会となりました。

北海道女満別高等学校

女満別高校

北海道網走郡大空町女満別昭和１０４番地の１ TEL：０１５２-７４-２６３４ FAX：０１５２-７４-２６３１

東藻琴 高 校 だ よ り

進路を考える

月号

O Z O R A

検索

http://www.memanbetsu.hokkaido-c.ed.jp/

落氷雪による事故防止

◆屋根の雪や氷柱を早めに下ろしましょう。
◆危険な軒下を歩かないようにしましょう。
～落ちる前 下ろして安心 屋根の雪～
◆子どもたちを落氷雪の危険がある場所で遊ばせない
ようにしましょう。
2月は寒暖の差が大きくなり、屋根の雪が落ち下敷き
となったり、雪下ろし作業中に屋根から転落、除雪機に巻 ◆雪下ろしは転落防止用ロープなどを装着しましょう。
き込まれるなど、尊い命を落とす事故が発生しています。 ◆除雪機による除雪は安全を確かめながら行いましょう。

～２年生就職セミナー～

動ではすでに遅いという緊張感を高めて、
動することが大切であることをあらためて

１月２１日㈬ 今年もスキー授業が始まりました。
スキーの技術を学びながら、体力づくりを行うこと

を目的とし、東藻琴の白かば台スキー場で、
１年生、
２年生が各４回ずつ授業を行います。本校の体育教
員の他に、東藻琴スキー連盟の講師の方々にご指
導いただけるため、大変充実した授業になっていま
す。生徒たちも一生懸命授業に取り組んでいます。

実感したようでした。

貴重な農業実習体験を発表

～研修見学旅行報告会～

12月17日㈬ ２年生が研修見学旅行での体験を報告しました。

熊本県の農家では、北海道で体験できない梨やみかんの収穫体験や栽培

についての話を聞き、気候の違いで作物や栽培法が異なってくるなど、農業に
ついて大変勉強になったことや農家の方とのふれあいなど貴重な体験を報告

２月１３日㈮に

してくれました。今年は、地元の八代農
業高校との交流などもあり、充実した

は 網 走 のレイ

研修見学旅行であったことを報告して

クビュースキー

くれました。

場 で「 全 校 ス

１年生は、来年の研修見学旅行にお

キー」を行うこ

いて、自分たちがどのような実習を行

とになっていま

うのかイメージを膨ら

す。

ませていました。

北海道東藻琴高等学校

東藻琴高校

北海道網走郡大空町東藻琴７９番地 TEL：０１５２-66-２061 FAX：０１５２-63-5008

15 ２月

まちのおしらせ
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社協だより

でにスタートが切られており、今からの行
希望の進路を実現するためには、早急に行

検索

http://www.phoenix-c.or.jp/~hg-hs/

定
今後の行事予

ふれあいネットワーク 2015.2／107号

最近の求人状況や企業の動向などの説明があり、進路実現のためには、
す

今月のトピック

振り込め詐欺撲滅への

★落ち着こう、振り込む前に相談を
捜査協力のお願い
●振り込め詐欺は、
被害者の弱みや親子の情愛につけ込んで被害者
《あやしい電話が掛かってきた場合》
をだまし、現金を振り込ませる悪質な犯罪です。
◎電話番号、
口座番号、現金の送り先な
●不審な電話が掛かってきたり、
身に覚えのないメールなどが送られ
どを聞き出してください。
てきたら、警察や家族に相談しましょう。
◎電話機の録音機能等で犯人との会話
★被害防止対策として
を録音してみてください。
●
「電話番号が変わった」
という電話は、詐欺の可能性があります。
●「110番・♯9110」
に電話をする。
必ず変更前の電話番号に掛けてみましょう。
●最寄りの警察署または交番・駐在
● 万が一被害に遭った場合にも被害額を最小限にするために、
一日
所に電話をする。
当たりのATM利用限度額を引き下げるようにしましょう。
●一人で判断しないで、
誰かに相談する。
●
「留守番電話作戦！」
在宅している時も物理的に犯人からの電話を遮断するために、留守番電話に設定しましょう。
●オレオレ詐欺は、
主婦や高齢者の子どもや孫への親愛の情を逆手に取る犯罪です。家族間で相互に連絡を取り
合い「家族の絆」
で被害を防止しましょう。

12月1１日㈭ ２年生を対象に、進路意識を高め、進路実現のために、ジョ

花を育て、人を育てる

P A T R O L

振り込め詐欺（特殊詐欺）の被害防止

ブカフェから講師を招きセミナーを行いました。

KOSHIN

女満別駐在所
東藻琴駐在所

！
すぐに

根絶部門（標語 部門）

た。

2

ふれあい昼食会
●日 時
●場 所

赤い羽根共同募金及び
歳末たすけあい募金結果報告
■赤い羽根共同募金総額

2,485,175円

■歳末たすけあい募金総額

985 , 311 円

くらしのなんでも相談
●日 時
●場 所

目標達成率

99.4％

目標達成率

99.0％

（※詳細につきましては後日ご報告します）

ファミリー
サポートセンター
会員募集
■問合せ

２月１９日㈭ 午前１０時～
ふれあいセンターフロックス
２月１９日㈭ 午前１０時～
女満別老人福祉センター

オレンジサロン
●日 時
●場 所

２月２０日㈮ 午後２時～
女満別研修会館

ときめきサロン
●日 時
●場 所

２月２６日㈭ 午前１０時３０分～
女満別老人福祉センター

仕事の都合で保育所の送りや迎えに行けない、用事で出かけなければならな
いなど、一時的にお子さんの養育ができないとき、ご家族にかわってセンター
の援助会員がお子さんをお預かりします。詳細については当社協までお気軽に
問合せください。

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

☎０１５２-７５-６０２１ FAX０１５２-７５-６０２２
（女満別）

まちのおしらせ
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雪像づくり

生各クラスの有志が、放課後の時間に雪像づくりに励みました。暴風雪に
よる臨時休校もあり、予定より１日短い期間

HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL

模擬面接

手早く取り組み、無事完成させることができ
ました。

１・２年生の模擬面接練習を行いました。
１月２９日は面接

い飲み物やお菓子の差し入れもありました。

練習を行いました。
２月１７日５時間目のまとめでは、生徒に

《１Ａ クマタン》

おかげさまで身

直前まで面接官を知らせないことで緊張感をもたせた集団
面接を行いました。

体も暖まり、作

この後の６時間目には、株
式会社坂本建設（佐呂間町）

と が で き まし

の坂本智一様に、企業が何を

た。ありがとう

就職希望者に求めているか

ございました。

についての講話をしていただ

きました。坂本様には、集団面接の様子の見学もしていただ

《２Ａ ふゆにゃん》

《２Ｂ オラフ》

明るい選挙で明るい未来

きましたが、実は廊下で待っている時の様子を特に注目し

（公財）明るい選挙推進協会等が主催する
「明るい選

ていたことを知った生徒たちは、大変驚いていました。
また、採用する側は、
１０年後、
２０年後にどのように働い

挙啓発ポスターコンクール」
で、
２年Ａ組の田中瑠菜さん

てくれるかを考えているので、高校生なりに将来について

の描いた作品が第３次審査（中央審査）
まで進み、北海道

で答えるとよい内容になるとアドバイスもいただきました。

夏の野鳥絵画展での金賞受賞に続いて
の表彰となります。

選挙管理委員会より表彰されました。田中さんは、昨年

どう考えているか、
１０年後の目標は何かなどを含めて面接
今後の進路活動に活かしていきたいです。

北海道女満別高等学校

女満別高校

北海道網走郡大空町女満別昭和１０４番地の１ TEL：０１５２-７４-２６３４ FAX：０１５２-７４-２６３１

東藻琴高校だより

進路を見据えて

検索

http://www.memanbetsu.hokkaido-c.ed.jp/

◆あやしい電話には…

◎電話番号、口座番号、現金の送り先などを聞き出す。
◎電話機の録音機能などで犯人との会話を録音する。

そして、
すぐに
●
「110番」
「♯9110」
●警察署または交番・駐在所
に電話など、捜査協力をお願いします。

２月１４日㈯ 平成26年度

大空町青少年顕彰において、
本校３年生の近藤琢磨君が

社協だより

聞け、2年生も自分たちの参考にしよう

「社会貢献賞」、
２年生の藤生
結衣さんが「スポーツ賞」
を受賞しました。
近藤君は緑友会会長として全校生徒の先頭に立ち、
生徒会の活動を通じて地域との連携に全校生徒の模

どのアドバイスがありました。

～普通救急救命講習～

２月９日㈪ 保健の授業で、毎年1年生を対象に人命救助の一助となるため
に、
心肺蘇生法やＡＥＤの使い方を学ぶ講習を受けています。

今年度も大空町消防署から３名の署員の方が講師として来校され、心臓
マッサージや人工呼吸の施し方を厳しく指導してくれました。

範となったことが評価されました。

このような、処置を施さな

また、藤生さんは「全国

ければならない場面に遭遇し

定時制通信制バドミントン

ないことが一番良いことなの

大会」
において北海道チー

かもしれませんが、万が一に

ム女子団体の一員として

備えた知識を身に付けること

全国優勝の栄冠を手にし

ができました。

た功績が評価されました。

北海道東藻琴高等学校

東藻琴高校

北海道網走郡大空町東藻琴７９番地 TEL：０１５２-66-２061 FAX：０１５２-63-5008

２０１５

女満別湖畔の「氷上ワカサギ釣
り」は賑わいを見せていますが、3
月は氷も溶け出し、氷の厚さを気
にせずテントの中で釣りに夢中の
あまり、毎年各地で転落や一酸化
炭素中毒事故が発生しています。
楽しい釣りに心掛けましょう。

ふれあい昼食会

日常生活自立支援事業のご案内

ために必要ことに早くから取り組む」な

万が一に備えて

一酸化炭素中毒に注意

定
今後の行事予

ふれあいネットワーク 2015.3／108号

先輩がつい何ヶ月か前に体験した話が

らは、
「目標を早く決め、
その目標実現の

大空町青少年顕彰受賞

～雪下ろし 始める前に
自分と周囲の安全確保～
●屋根の雪や氷柱を早めに降ろ
しましょう。
●危険な軒下を歩かないようにし
ましょう。
●雪下ろしは転落防止用ロープ等
を装着しましょう。
●除雪は、周囲の安全を確かめな
がら行いましょう。

～３年生進路講話～

と話を真剣に聞いていました。3年生か

今月のトピック

まちのおしらせ

！ 表なし
（事実なし）⇒裏があり
（架空・虚偽）
「お・も・て・な・し」
に5注意！
お=思いも寄らぬ突然の電 話・郵便
も=儲かりますと言ううまい話
て= 手軽に送れるレターパック・小包等を利用
な=名前を貸して欲しいとの名義貸し
あやしいな･･･
し= 執 拗にお金を要求・請求

を話したり、
アドバイスをする
「3年生進路講話」
が実施されました。
自分たちの

花を育て、人を育てる

17 ３月

振り込め詐欺などの特殊詐欺は、被害者をだまして現金を振り込ませ
る悪質な犯罪です。

２月６日㈮ ２年生を対象に、3年生が実際に進路活動をした中で感じたこと

KOSHIN

融雪期の事故防止

振り込む前に相談を～

◆特殊詐欺の被害に遭わないため

業に精を出すこ

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

～落ち着こう

また、作業途中には本校ＰＴＡからの温か

での基本礼法を学び、翌日から各グループに分かれて面接

月号

O Z O R A

「特殊詐欺」の被害防止

での作業となりましたが、各クラス協力して

1月29日㈭～
2月17日㈫

～進路現実

3

「道の駅冬まつり」
に合わせて、
２月３日～６
日に雪像づくりを行いました。寒い中、
１・２年

検索

http://www.phoenix-c.or.jp/~hg-hs/

福祉サービスを利用したいけど手続き方法がよくわから
ない、お金の管理を手伝ってほしい、お金の使い方につい
てアドバイスがほしい。お一人で暮らしている方などは、
そのように感じることが多いと思います。そのような方々
のために、当社協の生活支援員が福祉サービスの利用手
続き、生活費の管理、大切な書類の預かりのお手伝いを
いたします。
●利用対象者

高齢や障がいにより日常生活の判断に
不安のある方（施設入所者を除く）
●利 用 料 金 1,200円（１回１時間程度のご利用）
と生活支援員の交通費実費（300円）
ご家族やご親戚からのご相談も受け付けておりますので、
お気軽に当社協までお問い合わせください。
■問合せ

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

●日 時 3月19日㈭ 午前１０時～
●場 所 ふれあいセンターフロックス

くらしの法律相談
●日 時 ３月１９日㈭ 午前１０時～
●場 所 女満別老人福祉センター

ときめきサロン
●日 時 ３月２６日㈭ 午前１０時～
●場 所 女満別老人福祉センター

くらしのなんでも相談
●日 時 ４月２３日㈭ 午前１０時～
●場 所 ふれあいセンターフロックス

☎０１５２-７５-６０２１ FAX０１５２-７５-６０２２
（女満別）

まちのおしらせ

２０１５

３月 16

