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３月１３日㈮ １年生を対象に普通救命講習を行

招きし、
３時間かけて心肺蘇生法やＡＥＤの使い方

晴れやかな巣立ち

まず初めに学科講習を行い、
テキストやスライド

執り行いました。

卒業式に先立って行われた同窓会入会式では、学年代表
が卒業記念品の受け取りと入会の挨拶を行い、本校同窓生

ひとりでも まもるよやくそく みぎひだり

て約６分かかること、そしてその間の処置の重要
性を学びました。

◆お子さんへ ････････････････････････････

その後、
３班に分かれての実技講習に移り、胸骨

圧迫（心臓マッサージ）の方法やＡＥＤ使用時の注意点など細かな点まで

として母校を応援していくと述べました。

その後に場所を移して行われ

丁寧に教えて頂きました。初めのうちはなかなかスムーズにできませんで

れやかな顔で卒業証書を受け取

た。最後には全員が技能試験に合格し、修了証を
受け取ることができました。

したが、練習していくうちにできるようになりまし

た卒業式では、卒業生３６名が晴
りました。

この講習が、いざという時に行動を起こす「勇

平成２４年４月に入学したのが
昨日のように思われるほど月日が経つのは早いものです。

気」
につながることを期待しています。

の今は全員が卒業後の進路を決

１年間ありがとうございました

けて羽ばたいていきました。

ございました。
今後もＷＥＢページ等を通じ、
本校の情報を発信していきます。

めて堂々とそれぞれの将来に向

平成２６年度の
「女高通信」
も今号で一区切りとなります。一年間ありがとう

今後の活躍を温かく見守って

新年度も北海道女満別高等学校並びに
「女高通信」
をよろ
しくお願いいたします。

いただければ幸いです。

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

桜咲く春に！ ～平成27年度入学者選抜

大空に羽ばたく

卒業証書授与式～

３月１日㈰ ５９回目となる「卒業証書授与式」が厳粛な
雰囲気の中で挙行されました。

今年卒業する３年生は２５名で、一人一人森校長から卒
業証書を受け取りました。杉澤ＰＴＡ会長から
「頑張ってや
り抜けば、思いは達成できる。皆さんは、
それを証明した」

◆保護者のみなさんへ･････････････････････
※交通ルールは、事故を起こしたり、被害に遭わない
ための大切な決まりです。

い入るように見ていました。そして

くらしのなんでも相談のご案内

自分の番号を見つけると、安堵の
表情を浮かべていました。
入学式は、
４月9日㈭9:30からで
す。みんな希望に満ちた元気な顔
で、充実した高校生活を送ってくれ
ることを願っています。

ていました。退場の際には卒業生一人一人にシクラメン
の鉢花を緑友会の生徒から手渡され３年間の思いを募ら
せていました。

北海道東藻琴高等学校

らしかったかを口々に語っていました。
また、緑友会から花束が渡され、受
け取った先生方も生徒に言葉をかけ、惜別の思いを募らせ
ていました。
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

検索

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

ります

ていました。先生方は挨拶の中で、
いかに東藻琴高校での教員生活が素晴

全体に感動の涙を誘っ

最近、報道等で高齢者を狙った悪徳商
法や振り込め詐欺が増加していると伝えら
れています。悪意のある人から身を守るた
めにはどうしたらいいのか。そのほか、お
一人で暮らしている方などは、健康に不安
があったり日常的に何らかのお手伝いを必
要としている 場
面 も多くなると
思います。そのような方々のために、
当社協ではくらしのなんでも相談事業
を実施しています。４月は「おれおれ
詐 欺」、「架 空 請 求」、「融 資 保 証 金」
などの特殊詐欺についてです。お気軽
に参加してください。
お金が戻

間、本校のために尽力していただいた先生方との別れに生徒達も寂しがっ

近藤君の答辞は、会場

定

今後の行事予

社協だより

待ち構えていた受検生が番号を食

今年は教頭はじめ４名の先生が退職・栄転されることとなりました。長い

また、卒業生代表の

～特殊詐欺撲滅への捜査協力依頼～
あやしい電話がかかってきた場合は、
●電話番号、口座番号、現金の送り先等を聞きだす
●電話機の録音機能などで犯人との会話を録音する
ようお願いします。
●最寄りの警察署に電話をする。
●北海道警察ホームページのメールコーナーにメール
を送信する等の情報提供をお願いします。

ふれあいネットワーク 2015.4／109号

員が合格者の番号を貼り出すと、

３月２４日㈫ 異動される先生方を送り出す「離任式」が開催されました。

にしていました。

～特殊詐欺の被害に遭わないために～
●突然、家族から
「電話番号が変わった」
「必ず儲かる」
「ATMで医療費を還付する」
「名義を貸してほしい」
等の電話が来たら、
それは詐欺です。
●医療費等の過払金がATMで還付されることはあり
ません。携帯電話を持ってATMに行くように指示さ
れたら詐欺です。
●身に覚えのないパンフレットが自宅に送られて来た
り、
「高額で買い取る」
「必ず儲かる」
などと突然儲け
ばなしを持ちかけられたら、詐欺です。
※このような電話があったら、一人で対応しないで、必
ず家族や警察（警察相談専用電話♯9110）
に相談
してください。

合格発表～

お世話になりました ～離任式～

卒業生も気持ちを新た

まちのおしらせ

※真新しいランドセルを背負ったり、通園カバンを肩に
かけた子どもの姿が目につく季節になりました。子ど
もたちを見かけたら、必ずアクセルをゆるめ、学校や
公園の近くを通るときは、特に慎重な運転を心掛け
ましょう。

や保護者の方々が、発表を待ち構えていました。10時になると同時に本校職

との祝 辞をいただき、

17 ４月

◆運転手のみなさんへ･････････････････････

道の中学生が緊張で迎える日ですが、本校の玄関前にも10時前から受検生

花を育て、人を育てる

～第５９回

検索

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

※新学期が始まり、学校や幼稚園に初めて通うことに
なったお友だちがたくさん歩いています。
※お兄さんやお姉さんは、道路を渡ったり歩道を歩く時
は、ルールを守り、新入生のお手本になりましょう。
※道路を渡るときは、信号が青色になってもあわてない
で、車が止まるのを確かめてから渡り始めましょう。
※道路は危険がいっぱいです、道路で遊ばないように
しましょう。

３月１７日㈫ 平成2７年度入学者選抜の合格発表がありました。この日は全

KOSHIN

「振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺」の被害防止

を見ながら救命処置の基礎知識を学びました。
１１

９番通報してから救急車が到着するまでは平均し

女満別高等学校第６１回卒業式を

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

新入学期の交通事故防止

を学びました。

３月１日㈰ 同窓会入会式及び

月号

O Z O R A

いました。大空消防署の３名の職員を講師としてお

HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL

入学したときはまだあどけなさが残っていましたが、
３年後

4

普通救命講習 ～救える命のために～

■問合せ

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

ふれあい昼食会
●日 時 4月16日㈭ 午前１０時～
●場 所 ふれあいセンター
フロックス

ときめきサロン
●日 時
●場

4月30日㈭
午前１０時30分～
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２2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
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き、本年度の事業・予算案が提出され、役員も選出されました。総会の中でＰ

HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL

ＴＡ活動に貢献していただいた会長の山田裕治様、副会長の齋藤薫様の表

入学式

～女満別高校へようこそ～

4月8日㈬

晴天のもと、多くの来賓・保護者の方々に出席していただ
き、平成２７年度女満別高等学校入学式を挙行しました。本
年度は１３名と少ない人数になりましたが、それを感じさせ
ない堂々とした姿で新入生は式に臨んでいました。
式辞の中で、校長が
「日本は世界で誰も経験したことが
ない少子高齢化になっています。このような時代は皆さん
のような若者が、明治維新の時代のように、今までの常識
にとらわれず、新しい時代を切り開く主人公になる。本校で

ＰＴＡ総会が開催されました

4月8日㈬

入学式の後にＰＴＡ総会が行われました。前年度の事業・決算報告に続

本年度もたくさ

春の地域安全運動

その様子は通信で
きます。

～先輩よろしくお願いします～

4月9日㈭

運動 ●振り込め詐欺・侵入犯罪・車上ねらいなどを未然に防止するための対策
期間中 ●子どもを犯罪から守るための活動など、
さまざまな取組が行われます。

２・３年生と新入生の対面式を行いました。本年度の全校生徒は８８名とな

頑張りたい。ご

新入生へのお祝いと、これからの高校生活に対する励まし

迷惑をおかけし

ますが、よろしく
お願いします。」

んが
「女高生としての誇りと
自信を持ち、これまで築き

と先輩方に宣誓

上げられた良き伝統をさら

をしました。

に発展させるために精一杯
努力します。」
と宣誓をしま
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

検索

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

～生 活 経 済 事 犯 の 未 然 防止～

被害に遭わないためのポイント 悪質業者は う・そ・つ・き です。

う うまい話を信用しない！
うますぎる話、絶対もうかる話には、大きな落とし穴がつきものです。
そ そうだんする！
ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談をする。
つ つられて返事をしない！
すぐに契約をしない！悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するように迫ってきます。
き キッパリ！ハッキリ！断る！
曖昧な返事をせず、
キッパリ、
ハッキリ断ること。

KOSHIN

対面式

～先輩たちよろしくおねがいします～

の行事などを紹介し、各部活動は活動内容や練習について紹介しました。新入生たちは緊張した面持ちで、
先輩たちの説明を聞きながら、
これからの本校での生活を思い描いているようでした。
これから3年間、自分の目標に向かって頑張ってもらいたいと思います。

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

社協だより

ふれあい昼食会

心温まるご寄付
ありがとうございます
中華ダイニング「七つ星」様より１周年記念チャリティコ
ンサートの 益 金の 一
部をご寄付として賜り
ました。心より厚く御
礼 申し上 げ ま す。当
社 協が地 域において

4月10日㈮ 新入生2３名に緑友会（生徒会及び学校農業クラブ）が企画し、緑友会の執行部からは学校

定
今後の行事予

ふれあいネットワーク 2015.5／110号

4月2９日㈬

学校開放の観点で、
PTAや地域の方がもっと学校に足を
花を育て、人を育てる
運びやすいように、午前中に「PTA
講習会」、
「授業参観」、
「進路講話」
を、
午後からは「販売実習」として「マル
希望を胸に ～入学式～
シェ」
を開催しました。午前中から多く
４月９日㈭ 第６３回の のPTAに授業参観（１９名（約３割）の
していただきました。
入学式が挙行されました。 保護者が参加）
販売実習には、多くの地域の方々が訪れ、肉加工品・花や野菜の苗な
多くのご来賓に列席して
どを販売しました。
いただき、盛大に開催す
「乳酪館」
「ノンキーマーケット」
「すがの
ることができました。
商店」が出店すると同時に、連携して商
２３名の生徒が本校生
店街の活性化を推進する目的で、各店舗
徒としての一歩を踏み出しました。
で買い物をし、
スタンプを集めるスタンプ
新入生代表の小河 隆一さんは
「勉強や部活動に一生
ラリーも開催しました。今後とも生徒の実
懸命励み、精一杯努力していくことを誓います。」
と宣誓
習の成果をご覧ください。
の言葉を述べました。

手口は、これまで同様
息子や孫を装い「会社の
書類や現金が入ったカバ
ンをなくした。」などとお
金を要求し、犯人が指定
する路上で代理人に現金
を渡す「オレオレ詐欺」で
す。現金を手渡す前に必
ず家族や警察に相談しま
しょう。

※不安になったり、被害にあってしまったときは、警察本部や警察署の相談窓口へ
ご相談ください。

！！
「東高の日」
今月のトピック 授業参観や販売実習（マルシェ）

東藻琴高 校 だ よ り

高額の詐欺被害が
！
発生しています！

地域の皆さんと連携して、犯罪や事故などによる被害を未然に防止し、安全で
安心して暮らせる地域社会を実現するため「春の地域安全運動」を行います。

随時お伝えしてい

対面式

特殊詐欺警報発令中

5月11日 ㈪ ～2 0 日 ㈬まで の10 日 間

企 画していま す。

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

～みんなで 築こう 、安 全で 安心 な 大 地 ～

ん のＰＴＡ行事を

のお言葉をいただきました。新入生を代表して、福田結泉さ

まちのおしらせ

月号

O Z O R A

彰も行われました。

しっかりとその基礎を築いてほしいと願っている。」
と述べ、 ります。式では生徒会による先生紹介や部活動紹介を行いました。
新入生を代表して、松岡佑哉くんが
「１日も早く学校生活に慣れるように
来賓の大空町長山下英二様、
ＰＴＡ会長山田裕治様からは

17 ５月

5

さまざ まな事 業を展
開して いく上 に お い
て、有 効 に 活 用させ

●日 時 5月14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 5月27日㈬ 午前１０時～
●場 所 ふれあいセンターフロックス

ときめきサロン
●日 時 5月２7日㈬ 午前１０時～
●場 所 女満別伝承館集合（芝桜公園）

オレンジサロン
●日 時 5月２9日㈮ 午後2時～
●場 所 ふれあいセンターフロックス

ていただきます。
検索

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

■問合せ

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

２０１５
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！ 5月14日㈭
交通安全・防犯教室を開催！
網走警察署から講師を招き、交通安全・防犯教室を開催

しました。前半は、
「ケータイ・インターネットの危険性」
とい
うテーマで、スライドを用いながらインターネット上のトラブ

ル・問題点の説明を受けました。軽い気持ちや悪意があった
わけでないネット上への書き込みでも、犯罪として処罰され
た実例の紹介がありました。

後半は、交通安全に関するＤＶＤ鑑賞がありました。友人

の家族が交通事故の被害を受け、それに関わる周囲の人た

ちの行動に視点を置く内容となっており、被害者家族への
接し方や
「事故は我々の身近なも

学校だより

宿泊研修に行ってきました！ 4月29日㈬～5月1日㈮
４月２９日㈬～５月１日㈮の２泊３日で１年生の宿泊研修を行いました。昨年

から引き続き、足寄町にある
「ネイパルあしょろ」
を利用し、幸いにも３日間

カーリング・陶芸・ウォークラリー・学習活動など、普段の学校生活では行え

ない活動に取り組みました。生徒も
「良い体験で見聞が広がった」
と話をし
ていました。参加者全員が無事に帰ってくることができ、
また、
クラスの団結
力や良い雰囲気作りの一助にもなった良い研修となりました。

《生徒の感想》

●自分の苦手なことや限界に挑戦している人、活
動に一生懸命取り組んでいる人など、みんな何
かしら成長できたと思う。

●協力することの大切さを学んだ。周囲があって
こその自分であり、それを大切にしていかなけ

ればならないということを改めて実感した。

サイクリング

遅いということを改めて感じられ

る有意義な時間となりました。

！
パークゴルフ場オープン！

学習の時間

野外炊飯

陶芸

今年度も、パークゴルフ場がオープンしました。本校を囲むように

２コース設置していますので、どうぞ足を運び、ご利用ください。クラブやボールについては貸し出しも行っています。

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

検索

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

KOSHIN

心を育てる幼稚園交流学習

花を育て、人を育てる

5月19日㈫ 今年も東藻琴幼稚園の年中組
の園児と本校3年生が一緒に種イモ（男爵）の

美帆さん（３年生）

5月14日㈭ 農業クラブ三大行事の一つである意見

発表大会において、3年生の斉藤美帆さんが最優秀賞

を受賞しました。

斉藤さんは、昨年度の管内定時制生徒生活発表大会

にも出場しています。今年度は、
８月2０日㈭・２１日㈮に
更別農業高校が当

番校となって開催さ

れる 東 北 海 道 兼 全

労があって食べられるという生産者への感謝の気持ちと命を大切に育てると
いうことを感じてもらえたと思います。

フレッシュマーケット

５月23日㈯

フレッシュマーケットを開催
しました。
５月は苗物が中心になるの
で、山神商店さんではなく学
校での開催です。多くのお客
様が来場し、ベーコンやソー
セージなどの肉製品や、様々

道大会に本校代表

として出場します。

他に、
１年 生 の 澤

崎 佳 乃さんも校 内
代表として東北海道

兼全道大会に参加

します。

北海道東藻琴高等学校

まちのおしらせ

な野菜苗や草花苗などを買ってくださ
いました。
生徒たちはレジ打ちに
大忙しでした。
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

19 ６月

これからの時期、山の雪解けとともに登山やハイキングなどで山に出かける機会が多くなります。
山岳遭難事故を防ぐために、次の点に注意しましょう。
◆登山は十分な装備とゆとりのある計画を立て、自分の体力や
り
しっか
技量に合わせた登山に心掛けましょう。
！
を
認
確
◆経験のあるリーダーのもと、複数での登山に努め単独での登山は控えましょう。
◆入山前に気象状況を確認し、天候が悪化しそうな場合は、無理せず、安全に下山できる範囲で楽しみましょう。
◆ヒグマ出没情報に気をつけるとともに、熊との遭遇を避けるために、入山の際にはラジオや鈴などの音を鳴ら
しましょう。
◆登山計画書はあなたの生命を守るザイルです。入山前に最寄りの警察署や交番、駐在所に入山届けを提出し、
また、家族や職場にも登山計画書の写しを渡しておきましょう。

２０１５

薬 物 、ダメ 。 ゼッタイ 。

覚せい剤や大麻等の薬物乱用問題は、個人の心身を滅ぼすのみでなく、薬物乱用による幻
覚・妄想が家庭を崩壊させ、
さらには殺人、放火等の凶悪な二次犯罪や重大な交通事故を引き
起こすなど、治安に大きな影響を与えており社会問題の一つとなっています。
特に道内では野生大麻の採取事犯が多く、
さらに若年層を中心に大麻汚染が拡大している
傾向が強く、極めて深刻な情勢が続いています。
道内には、野生大麻草が自生している地区が多くあり、住宅街の脇に生えていることも珍しくありません。大
麻草が生えているのを見つけたり、大麻草の群生地を知っている方は警察へ通報をお願いします。

定
今後の行事予

ふれあいネットワーク 2015.6／112号

植え付けを行いました。
いつも食べているものであっても、植え付けなどの苦

斉藤

夏季の山岳遭難事故防止

今月のトピック

東藻琴高校だより

検索

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

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

薬 物 乱 用の 防止

事件や事故は、起きてからでは

最優秀賞

月号

O Z O R A

雲１つない晴天で、野外で屋内でと様々な活動を行いました。
サイクリング・野外炊飯・もちつき・コミュニケーショントレーニング・屋内

のであること」
を考えさせられま
した。

校内意見発表大会

6

社協だより

ふれあい昼食会

地域サポーター
養成講座を開催

下記の要領にて開催します。たくさんの皆さまのご参加を
お待ちしています。
●と き ６月３０日㈫ 午後１時３０分～３時（予定）
●ところ ふれあいセンターフロックス 集会室
●講 師 斉藤 義浩氏（美幌えくぼ福祉会 理事長）
●テーマ 「障がいを持つ方への就労支援について
～当事者の声を聞く～」
●内 容 障がい者就労支援の現状や当事者たちが日ごろ
感じていることを学ぶ
●対 象 上記テーマに興味のある方ならどなたでもご参
加いただけます。
●送 迎 女満別伝承館前 午後１時
●参加費 無料（前日までに社協までお申し込みください）
■問合せ

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

●日 時 6月18日㈭ 午前１０時～
●場 所 ふれあいセンターフロックス

くらしのなんでも相談
●日 時 6月18日㈭ 午前１０時～
●場 所 女満別老人福祉センター

管内社会福祉大会
●日 時 7月２日㈭ 午後1時30分～
●場 所 大空町教育文化会館

オレンジサロン
●日 時 7月30日㈭ 午後2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

６月 18
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school

C ommunication

女高通信
HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL

振興協議会総会を
行いました

6月19日㈮

女満別高等学校振興協議会総会が開催されま
した。総会では、振興協議会会長である岸春夫さ
んの熱い想いを感じる挨拶に始まり、本校教職員
の紹介がありました。議事では、前年度の活動報
告、決算、続いて本年度の活動計画、予算が審議
され、全会一致で承認されました。
この会の支援を今後の本校の教育活動に活か
していきます。これからも地域の皆樣のご支援を
よろしくお願いします。

学校だより

たすきリレー ～町の想いをつなぐ～

全校生徒で「大空町１０年記念事業 １０００人プロジェクト
たすきリレー」に参加しました。女満別図書館から女満別高
校 、高 校から女 満 別 小 学 校の区 間を全 校 生 徒で走り、たす
きに乗せられた想いをつなぎました。1人あたりが走る距離
は３０ｍ前後と短い距離でしたが、たすきを引き渡す際に互
いに握 手をしたりハイタッチをした
りと笑 顔 溢 れるリレーでした 。ゴ ー
ル の 女 満 別 小 学 校 では 、生 徒 会 長
の 鈴 木 太 地 君 が そらっきーに 引き
渡して役 目を果たしました。最 後は
そらっきーと全校生徒で集合写真を
撮りました。

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

検索

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

今月のトピック

東藻琴高校だより

花を育て、人を育てる
6月13日㈯

バドミントン女子団体１回戦敗退
バドミントン女子個人
２回戦敗退（３年藤生結衣）
●バドミントン女子個人
３回戦敗退（３年佐藤瑞希）
●男子バスケッ
トボール２回戦敗退
●卓球女子個人Ａブロック第３位
●
●

６月17日㈬～６月19日㈮
１年生はネイパル北見を拠点として宿泊研修を行いました。天候にも恵まれ、生徒たちは、お
互いに協力し合いながら
「野外炊飯」、
「カヌー、いかだ体験」、
「原始釣り」等を行いました。
「普段あまり話をしなかった人とも話が出来た」
「はじめて体験してみることがあり楽しい」
と
言いながらプログラムに取り組んでいました。仲間と協力し合うことや人を思う
気持ちの大切さを更に学んだ３日間でした。

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

17 ７月

まちのおしらせ

２０１５

ストップ・ザ・交通事故～めざせ安全で安心の北海道

7月11日㈯～7月20日㈪まで

①子どもと高齢者の交通事故防止
②飲酒運転や、
居眠りなどの観光
レジャー型の事故防止
③自転 車 、二 輪 車の事 故 防 止
④すべての座席のシートベルト
チャイルドシートの正しい着用

《夏季の交通事故防止ポイント》
7月は、夏休みの計画が盛りだくさん、運転する人は次に注意して
楽しい夏休みにしましょう。
●右からの横断歩行者に注意
●夜間はこまめにライト切り替え
（こまめにハイビーム運動）
●2時間おきに休憩を取り、居眠り運転防止
●飲酒運転は犯罪です。飲んだら乗らない・乗るなら飲まない・乗る人に
は飲ませない。
短い夏を満喫するために、海や川に出かける機会が多くなります。
水難事故を防ぐために、次の点に注意し短い夏を過ごしましょう。

～海や川 危険もいっぱい ご用心～
●波の力で倒されたり、沖に流される危険があります。水辺で遊んでいる子どもの近くにいて、目を離さな
いようにしましょう。
●海水浴場などの指定された場所で、自分の技量や体力に応じて泳ぎましょう。
●体調不良時や飲酒しての遊泳は事故のもとです。無理をしたり、お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
●釣りをするときには、救命胴衣を着用して安全な場所を選び、高波時の防波堤、流れの速い岸辺や滑りや
すい岩場などはやめましょう。
●水上オートバイは、遊泳区域に入らないことと、遊泳者などに注意するなどの安全航行に努め、救命胴衣
を必ず着用しましょう。

定体連全国大会へ出場

バドミントン・男女卓球、男子バスケットボールの各部活が出場
し、卓球個人Ａブロックにおいて、
３年生 斉藤 美帆さんが第３位
に入賞し全国大会への出場権を獲得しました。
「全国大会では、最後の大会なので悔いの残らない試合をした
いと思います」
と意気込みを語っていました。
全道大会結果

今年最初の「東高交流マルシェ」
を開催しまし
た。今回もいつものスタンプラリーに加え、紐の
先に景品をくくりつけたくじを実施して好評を得
ました。
また、
「乳酪館」
さんは、その場で熱々
ピザを販売するなどの
企画でお客様に喜ん
でいただきました。

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

夏の交通安全運動の実施

～卓球女子個人Ａブロック 全道第３位～
6 月２０日㈯～２１日㈰ に開 催された、定 体 連 全 道 大 会に女 子

KOSHIN

宿泊研修

月号

O Z O R A

水難事故防止

北海道女満別高等学校

東高交流マルシェ

7

6月19日㈮

検索

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

東藻琴地区世代間交流事業

ふれあいネットワーク 2015.7／113号

社協だより 七夕飾り作り

ふれあいサロンSORAでは子どもたちや高齢者、
そ
のほか地域の皆様が七夕飾り作りを通じて、仲良く交
下記の要領にて開催します。たくさんの皆さまのご参 流する世代間交流事業を行います。短冊にみんなの願
いを込めて、夏休みのひとときをより楽しいものにしま
加をお待ちしています。
せんか。ぜひ誘いあって来てくださいね。
●日 時 8月１８日㈫ 午前１０時～11時30分
●日時
８月上旬（予定） 午前１０時～午後１時
●場 所 東藻琴農村環境改善センター 多目的ホール
（７月中旬頃までに決定する予定です）
●講 師 岡田 直人氏（北星学園大学社会福祉学部教授）
●場所
東藻琴農村環境改善センター 多目的ホール
●テーマ 「今後の地域福祉のあり方」
●昼食 ふれあいサロンSORAで手作りの昼食を用意します
●対 象 上記テーマに興味のある方ならどなたでも
●費用 無料（持ち物も必要ありません）
ご参加いただけます。
■問合せ
●参加費 無料（前日までに社協まで申込みください）
●送 迎 女満別伝承館 午前９時２０分
社会福祉協議会東藻琴地区事務所 ☎63-5105

地域サポーター養成講座開催

今後の行事予定

ときめきサロン
オレンジサロン
ふれあい昼食会
くらしの法律相談
●日時
●日時 7月30日 ㈭午後2時～
7月23日㈭ 午前１０時～ ●場所
●日時
●日時
ふれあいセンターフロックス
7月16日㈭ 午前１０時～
7月16日㈭ 午前１０時～ ●場所
●講師 尾崎 仁美氏
女満別研修会館
●場所
●場所
（オホーツク相談センターふくろう）
ふれあいセンターフロックス
女満別老人福祉センター ●参加費 ５００円

■問合せ

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

２０１５

７月 16

H igh

school

C ommunication

女高通信
HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL

全校応援

7月3日㈮

北見市東陵公園野球場にて、夏の高校野球大会準決
勝
（対遠軽高校）
で全校応援を行いました。この日のため
に吹奏楽部は毎日楽曲の練習をし、全校生徒で応援の
練習をしてきました。結果は惜しくも負けてしまいました
が、全校が一体となり、選手も応援の生徒も精一杯頑張
り、悔いの無い試合になりました。また、たくさんの地域
の方々の応援に深く感謝申し上げます。
３年生はこれで
引退となりましたが、
１，
２年生はこれからも頑張っていき
ますので、引き続き応援をよろしくお願い致します。

学校だより

女高祭

7月10日㈮・11日㈯

７月１０日㈮と１１日㈯に、女高祭を行いました。各クラスそれぞれ工
夫を凝らした学級旗、衣装を制作しました。
１日目はその学級旗の紹介
と、衣装を着てのダンス発表がありました。どのクラスのダンスもしっ
かり揃っていて、見応えがありました。
２日目
は模擬店とＨＲの一般公開でした。この日は快
晴で非常に暑い中でしたが、一生懸命に模擬
店での販売をしていました。その後の各クラ
スのＨＲ発表はどのクラスも趣向を凝らした発
表で、非常に盛り上がりました。
天候にも恵まれ、非常に盛り上がった女高
祭となりました。模擬店や一般公開にはたく
さんの方々にご来校いただき、誠にありがと
うございました。

性教育講話

7月14日㈫

旭川東栄高等学校養護教諭野口直美先生を講師にお迎えし、性教
育講話を実施しました。高校生にとっても身近なデートＤＶの話を始
め、望まれない妊娠、中絶の話など現実的なお話をたくさんしていただ
きました。生徒たちも、非常に考えさせられることがたくさんあったと
思います。最後には命の大切
さを伝えるムービーがあり、
命について考える貴重な経験
になりました。

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

花を育て、人を育てる

職場体験実習

6月30日㈫～７月2日㈭

キャリア教育の一環として2年
生全員が「職場体験実習」を実
施しました。今年度は、1１の企業
や施設に協力をいただき、生徒
の進路希望に応じてそれぞれの
企業や施設で、実習を行い貴重な体験をしてきまし
た。実習を終えた生徒たちは、
「仕事の大変さを実感し
た」、
「良い経験になった」
「中途半端な気持ちで、仕事
は出来ないことがわかった」
と感想を言っておりまし
た。
また、実習の様子を巡回した時に、受け入れてくれ
た方々は、
「一生懸命やってくれている」
など忙しい中
対応してくれた担当者
の方から言葉をいただ
きました。町の関係者
の方々のご協力には大
変感謝しております。

北海道東藻琴高等学校

まちのおしらせ

東藻琴中学校交流学習

６月30日㈫

「東藻琴中学校との交流学習」
を実施
しました。本校と隣接している東藻琴中
学校の生徒と、草花のプランターへの定
植やシクラメンの鉢替えの体験実習を行
いました。異年齢の生徒間の交流学習の
機会として充実した時間を過ごしました。
来年以降も行うことを希望しております。

～ 災害に備えて安心

我が家の防災 ～

災害は、いつ、どこで、どのように起こるか分かりません。突然やってくる災害から
身を守るためには、普段から災害に対する備えをしっかり持ち
●家族がバラバラになったときの集まる場所や連絡方法
●市町村が指定している避難場所
●災害時に持ち出す家族の大切なもの
などを家族全員で確認しておきましょう。
災害が発生し，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。
また、避難のため車は使わないようにしましょう。
車を運転中に大地震に遭ったときには、次のことを守ってください。
●あわてずに、車を道路の左側に止めてください。
●ラジオ、テレビなどで地震情報、被害情報、道路情報などを確認し、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駐車してください。
やむを得ず道路に駐車したまま避難するときは道路の左側に寄せ、エンジンを止めて窓を閉めエン
ジンキーを付けたまま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時は現場の警察官や道路管理者の指示に従って行動して
ください。

職場体験実習報告会

ふれあいネットワーク 2015.8／114号

社協だより
ふれあい広場
のおしらせ
２０１5 のおしらせ
《と き》
９月１２日㈯ 午前１０時～午後２時
《ところ》
女満別ゲートボールセンター

内

容

❶イベントの広場
大抽選会、ステージ演奏など
❷ふれあいの広場
スカットボールやストライクボードなど
❸遊びの広場
ヨーヨーや射的など
❹体験の広場
車椅子体験・視覚障がい体験など
❺福祉の広場
健康・介護等相談や共同募金活動紹介など
❻ふれあいの店
焼きそば、うどん、各種ドリンクなど

今 後 の 行 事 予 定
ふれあい昼食会

くらしのなんでも相談

ときめきサロン

●日時 8月20日㈭ 午前１０時～
●場所 ゆりの郷こしみずリリー
パーク見学（バスツアー）

●日時 8月20日㈭ 午前9時30分～
●場所 津別町生ごみ処分場見学
（バスツアー）

●日時 8月27日㈭ 午前１０時30分～
●場所 女満別研修会館
●参加費 ５００円

7月2２日㈬

職場体験実習報告会を実施しました。東藻琴幼稚園、
自衛隊、乳酪館などから担当された方が来
校し、生徒の発表を見ていただきました。
東藻琴高校

２０１５

P A T R O L

～地域活性化事業の試み～

７月4日㈯ 東高交流マルシェin
女満別を開催しました。商工会や
地域の商店街と連携して、地域
商店街の活性化を図る目的で販
売会を行いました。
開店前から沢山のお客様にお
いでいただき、本当に感謝してお
ります。今回の「東高マルシェin女満別」
も鉢花をはじめとする販売物は
あっという間に売り切れるなど好評のうちに終えることができました。

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

13 ８月

月号

O Z O R A

女満別駐在所
東藻琴駐在所

今月のトピック 東高交流マルシェin女満別

東藻琴 高 校 だ よ り
KOSHIN

検索

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

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

■問合せ

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

２０１５

８月 12

H igh

school

C ommunication

女高通信

学校だより

インターンシップ

～働くこととは～

本年度は２年生２３名が町内外１１事業
所にお世話になりました。このインターン
HOKKAIDO MEMANBETSU HIGH SCHOOL
シップは４月から準備を進め、生徒たちは
実際に事業所に電話をかけ、実習の依頼を行ったり、事前に講話を聞くなどの活動を行いました。
実習先は希望別に菓子舗、自衛隊、ホテル、ガソリンスタンドなど多岐にわたりました。慣れない仕
事に最初は戸惑いを見せていましたが、事業所の方々の丁寧な指導のおかげで、時間が経つにつれ
て働くこととは何かを実感していました。
キャリア教育
（将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役
割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力を養う教育）
が重要視される近年では、インターンシップは意義のある教育活動に
なっています。昨年経験した現３年生は、この活動を生かして、ただいま
自らの進路決定に向けて全力で取り組んでいます。

進 路 実 現に向けて

～3 年 生 模 擬 面 接～

女満別高校

東藻琴高 校 だ よ り
KOSHIN

花を育て、人を育てる

今月のトピック
ヤフー株式会社との

連携によるeコマース体験学習の実施

～農業の６次産業化に対応～

８月２１日㈮ ヤフー株式会
社との連携によるeコマー
ス体験学習がスタートしま
した。
６次産業化の進展に対応
するため、農業に関するビジネス知識やマーケティング
を学び、商品設計や広告を行い、販売を加速させるプロ
セスを実践します。全１１回の計画で、
そのうち５回はヤ
フー株式会社本社から専門のスタッフが来校して指導
していただきます。
その際に、町民の皆さんや保護者を
対象にネットビジネス基礎開放講座を予定しています。
開催は１０月１９日㈪、
１１月２６日㈭の午後６時30分から
１時間半を予定しています。詳細は、東藻琴高校佐藤教
頭または三浦教諭（☎66-2061）
に問合せください。

北海道東藻琴高等学校

まちのおしらせ

9月11日は、
「警察相談の日」
●緊急事件・事故以外
の相談は♯9110（警
察相談専用電話）へ
●警察では、身の回り
における出来事で、
生活の安全等に関す
る幅広い相談に応じ
ています。また、警察
業務についての、要
望・意見
も受け
付けて
います。

検索

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

北海道標茶高等学校において、農業に関する知識や技能を競いあう農
業クラブの
「技術競技大会」
が開かれました。
本校からは、
９名が代表に選抜され、
「農業鑑定競技」
に出場しました。代
表生徒たちは、夏休みも登校して勉強し、
３年の佐藤瑞希さん、兒玉拓海
君、
２年の古﨑真由佳さんが見事、優秀賞に輝き
ました。
佐藤さんと古﨑さんは、
１０月に群馬県で開催さ
れる全国大会に出場します。
佐藤さんは
「全国大会
でも入賞するように努力したい」
と抱負を語ってく
れました。

一日体験入学（第1回）～「驚きと発見」を体験～ ８月12日㈬

一日体験入学を実施し、
１２の中学校から生
徒２６名と保護者・引率教員２６名の参加があり
ました。
学校の概要について、
より理解を深めて貰う
ための説明会を保護者と生徒に分けて実施し、
農業体験学習では「ソーセージづくり」と「ブ
ルーベリージャムづくり」の２コースに分かれ、本校生から説明を受けなが
ら実習を行いました。中学生からは、
「ものづくりの大変さがわかった」
など
の感想があり、参加した方々で、体験学習で作ったソーセージやジャムを地
元産の小麦で作ったパンにのせ、
体験学習の成果を味わいました。
短い時間でしたが、本校の教育活動について生徒だけではなく、引率の
保護者や先生にも理解していただけたと思います。
次回は、
10月1４日㈬に実施する予定です。
東藻琴高校

２０１５

秋の全国交通安全運動

『実施期間

9月21日㈪～9月30日㈬までの10日間』

～ストップ・ザ・交 通 事 故～

【秋季の交通事故防止ポイント】
★秋は日没時間が早まり、夕方から夜間にかけての歩行者や自転車の見落とし、発
見遅れによる交通事故が心配されます。速度を落とし、歩行者や自転車を早期に
発見し、不意の横断などに備えましょう。
★自動車内に安全な座席はありません。後部座席を含め全員のシート
ベルト着用を確認してからスタートしましょう。
★飲酒運転は凶悪犯罪です。
「これくらいなら大丈夫だろう」
「事故さえ起こさなければ大丈夫だろう」という間違った
考えをしていませんか？
飲酒運転は、ハンドル・ブレーキ操作の遅れや判断
力が低下することから、重大事故につながります。
絶対に「飲酒したら運転しない」を徹底しましょう。
★夜光反射材を活用すると共に自転車も早めにライ
トを点灯し自分の存在をアピールしましょう。
★道路を横断するときは左右の安全を確認し、近づいてくる車があるときは、通り過
ぎるまで待ちましょう。
また、近くに横断歩道がある場合は、少し遠回りでも横断歩道を渡りましょう。

３名が優秀賞に！～東北海道学校農業クラブ技術競技大会～ 8月6日㈭

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

15 ９月

女満別駐在所
東藻琴駐在所

P A T R O L

警察の相談ダイヤル
♯9110

就職希望の３年生を対象に特別模擬面接を行い、
２０名が参加しました。今年度は北見情報ビジネス専門学校より３名の先生
にお越しいただき、面接について講話・指導をしていただきました。
「企業が何故面接を行うか？企業が求める人材は？」
などの話
を中心に講話をしていただきました。ま
た、実 際の模 擬 面 接をビデオで撮 影
し、それをもとに良いところ、悪いとこ
ろを解説していただきました。
進路活動本番を控え、生徒は真剣な
まなざしで取り組んでい
ました。
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

月号

O Z O R A

7月27日㈪

北海道女満別高等学校
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7月22日㈬・23日㈭

検索

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

ふれあいネットワーク 2015.9／115号

社協だより
今後の行事予定
ふれあい昼食会
●日

時

9月17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

赤い羽根
共同募金運動が
始まります！
今 年度も１０月１日より全国一 斉に始まり
ます。
本町におきましては、町民の皆様方のご理
解・ご協力により、毎年、多額の募金をいただ
き心より感謝申し上げます。
この 募 金は 、
「 じぶん の 町を良くするしく

●日

時

9月17日㈭ 午前10時～

●場

所

み」として、地 域 福祉 推 進を目的とする事 業

女満別老人福祉センター

や、町内ボランティア・福祉団体の活動 助成

羽毛田元宮内庁長官講演会
●日

時

10月4日㈰

●集

合

議事堂文化ホール

■問合せ

午後4時～

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

等に役立てられています。
皆 様の「たすけあい精神」に支えられてい
る「赤い羽根共同募金運動」に今年度もご協
力の程よろしくお願いいたします。
☎０１５２-７５-６０２１ FAX０１５２-７５-６０２２
（女満別）

まちのおしらせ

２０１５

９月 14

