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今後の主な行事  会場 

６月１７日(日)  ミュージックサマースクール ガラコンサート 今金小学校 

７月 １日(日) 町民センター図書室リニューアルオープンイベント 町民センター 

７月 ８日(日) 第 63 回町民体育祭 今金小学校グラウンド 

（雨天時総合体育館） 

７月２２日（日） 第６回ピリカふれあいマラソン大会 美利河ダム周辺 

ピリカ遺跡まつり ピリカ旧石器文化館 

７月２６日（木） ラジオ体操と町内清掃のつどい デ・モーレン広場 

７月２８日（土） おはなしころりん 町民センター 

７月２９日（日） 劇団四季サウンドオブミュージック鑑賞バスツアー 札幌市 

８月１３日（月） 平成 30 年度今金町成人祭 町民センター 

８月１８日（土） ピリカ遺跡たんけん隊 ピリカ旧石器文化館 

町民センター図書室がリニューアルオープンします! 

 
 また、「2 階に上がるのは不便」「図書室が狭くて

ゆっくりできない」などの声を受け、町民センター

全館と連携した環境整備も開始します。1 階には自

由に本を手に取れるよう本を常設します。2 階は各

室の団体利用がないときに閲覧学習スペースとし

て部屋を開放します。（左図参照） 
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6月11日～30日まで臨時休室しリニューアル

作業を行っている図書室が、7 月 1 日(日)にリニ

ューアルオープンします。近年増加している閲覧

や学習利用のためのスペースの確保、キッズスペ

ースの整備など、誰でもゆっくり過ごせる空間、

生涯学習の場を目指します。 

 7月 1日(日)はオープ

ンイベントとして、映画

上映会やおはなし会な

どを行いますよ♪町の

図書施設は、誰もが知識

と情報を得られる地域

の情報センターです。子

どもから学生、青年層、

お年寄りまで誰でも利

用できます。リニューア

ルした図書室へ、ぜひい

らしてください♪           

        (大場) 

「今金町生涯学習情報誌いまナビ」は毎月の広報紙「広報いまかね」では掲載しきれない教育関係の記事をは

じめ、所属団体の活動情報、教育関係委員のコラムを掲載し、町民の皆様に教育関係事業の情報をお知らせす

るものです。年４回、町内全世帯向けに発行しています。どうぞご覧ください。 

※詳細はチラシ等で随時お知らせいたします。日程等変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

町民センター全館との連携開始 
図書室の現状 

 
２階にあって不便… 読むスペースが狭い… 

図書室 

本の貸出、読書相談、 

閲覧・学習スペース等 
１階 ２階 



2 

 

 

 

 

  

 

■「グローカル人材の育成」について 

今金町校長会（松原
まつはら

真一
しんいち

・米田
よ ね た

昌
まさし

・佐藤
さ と う

等
ひとし

） 
 

 

 
子ども達が社会に出た時に、ふるさと今金に誇

りを持ち、今金に残ったなら、今金の維持、発展

に寄与できる人材に。外に出たなら、その地域の

維持、発展の為に活躍しながら今金を大切にでき

る人材に。 

そのためには、世界的、地球的（グローバル）

な広い視野と、地域・地元（ローカル）もしっか

り見る目を持ちながら、問題発見・問題解決でき

る人材の育成が大切となります。 

このように、グローバル観とローカル観を備え

た人材育成を目指し、「グローカル人材」の育成

という言葉を用いています。 

問題に気づく力や解決する力、説明力やコミュ

ニケーション力の育成は学校の力、躾や基本的生

活習慣の育成は家庭の力、ふるさとのよさを学ぶ

ふるさと学習や社会の仕組みを学ぶビジネス体

験は地域の力、そして、この学校・家庭・地域を

支える行政の力。この四者が、連携・連動・融合

することが重要となります。 

 

『ａｉ（all imakane）会議』がそのまとめ役とな

って、小中一貫した実践を支え、子ども達に確か

な資質能力を育ててくれることをイメージしてお

ります。 

 ビジネス体験は、来年度から実施します。 

 

 

 

■みんなで楽しく運動しませんか？すっきりサークルのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲平成２９年度ウォーキングコースの様子 

すっきりサークル日程表 

 ウォーキングコース ストレッチコース 時  間 

４月 １９日（木） １７日（火） 

１９：００ 

～２０：００ 

５月 １０日（木） ２２日（火） 

６月 ７日（木） １９日（火） 

７月 ２４日（火） １２日（木） 

８月 １６日（木） ２１日（火） 

９月 ６日（木） ２５日（火） 

 

▲平成２９年度ストレッチコースの様子 

すっきりサークルは、生活習慣病の予防・改

善・健康づくりを目的とし、月２回 19 時より

総合福祉施設としべつ１階保健センターにて

「ウォーキングコース」「ストレッチコース」の

２種目を実施しています。 

ウォーキングコースでは、準備体操の後ノル

ディックポールを使ったウォーキング（50 分で

３～４キロ程度）を実施し、ストレッチコース

では、桃井香苗氏を講師にヨガマットを使った

ストレッチ（50 分）、フォークダンス（10 分）

を実施しています。 

どちらのプログラムも予約不要、参加無料で

行っておりますので、この機会に皆さんも一緒

に楽しく運動をしてみませんか？   （樋口） 
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■ピリカ旧石器文化館 触って学べるコーナーが人気です 

 

 

 

２点の石器をそっくりに複製、バラバラの状態で発

見されたものを元の形にもどすものです。当時の旧

石器人が執拗に叩き壊した結果なのですが、その理

由はいまだよくわかっていません。重要文化財指定

品は気軽に触ることはできませんがレプリカなら

気軽に触れますので、その不思議さを考えるきっか

けになればと思います。 

 もう一つは地層ボックス（左図）です。ボックス

の上面に今金町の全体図があり、不規則な場所に径

2cm ほどの棒が 4 本横たわっています。この棒を

上に引っぱると布地が伸び、その地域の地層断面図

が現われ、地層に含まれる様々な地下資源（マンガ

ンやメノウ、砂金等）が見えるようになっています。

鉱物資源が豊富な今金町ならではの展示コーナー

です。 

 今年度はリニューアル記念で入館料が無料です。

この機会にぜひご来館ください。     （宮本） 

 
 

4 月 1 日に改装オープンしたピリカ旧石器文化

館の展示室に二つの新しい体験コーナーが登場し

ました。 

一つは石器接合パズル（下図）です。これはピ

リカ遺跡で出土し、重要文化財に指定されている 

 

▼地層ボックス 

▶体験の様子 

▶石器接合パズル 

 

ポーツの振興等が職務です。新憲 

法下、民主化、地方分権化、教育の 

自主独立を柱として発足しました。昭和 20 年代ま

では委員は公選制でしたが、昭和 31 年より任命制

となりました。地方教育行政法は下記の様に時代に

合わせて数度の改正がなされてきております。 

 教育委員会は中立性、公平性を守り、委員は行政

と住民のパイプ役であり、教育長や職員の応援者で

あり、時には監査役であると思います。次代を担う

子どもたちのため、生涯を健康で心豊かに生きる住

民のため、自身の研鑽を深め、教育長や他の委員さ

んと共通認識を図り、皆さんからの声を頂き、何と

かお役に立ちたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

 

 教育委員再任に当たって 

 ～改めて考える教育委員会の制度と委員の役割～ 

教育委員会 田
た

 中
なか

  稔
みのる

 委員 

 

 

 

本年４月、再度教育委員の任命を受けました。意

を新たに、任に当たりたいと思います。20 代半ば

から社会教育委員として教育委員会と関わりを持

ち 40 年。多くの先輩委員や職員、先生方から種々

学ばせて頂きましたが、中身が伴わず戸惑いながら

歳を重ねております。教育委員の再任に当たり、改

めて教育委員会制度の意義や歩みについて参考書

を読みました。 

日本は法治国家であり、すべて法に基づき制度が

あります。憲法の基本理念にのっとり教育基本法が

あり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に

よって教育委員会が運営されております。 

 教育委員会は学校教育の振興、生涯学習・社会教

育の振興、芸術文化の振興、文化財の保存活用、ス 

地方教育行政法の改正 

平成 12 年 教育行政における地方分権の推進と委員会機能の充実 

平成 14 年 委員に年齢性別職業等に偏りのない配慮と保護者が含まれるように努めること等を規定 

平成 16 年 学校運営協議会の設置を制度化 

平成 20 年 教育委員会の責任体制の明確化や体制の充実（指導主事を置く努力、保護者委員の選任義務化等） 

平成 27 年 委員長を廃止し首長が３年任期となる新「教育長」を任命、首長が招集し教育委員会と協議する「総 

      合教育会議」の設置。首長による教育大綱の策定 
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 この度新しく社会教育委員になりました、八束で 

農業を営んでおります村瀬一人です。どうぞよろし 

くお願いいたします。 

 ご縁があり、こども会連合会に関わることになり８年ほど経ちました。 

これまでのこども会連合会運営事業について少しお話します。 

 「ちゃぐりんこ」では子どもたちと一緒に田植えをして、秋には稲を 

鎌で収穫し、収穫したお米でおにぎりを作って食べました。 

 「ピリカ遺跡サバイバルキャンプ」では、美利河地区の素敵な夜空を 

みて星空観察をしたり、子どもたちがブルーシートで手作りした寝袋で 

実際にテントの中で泊まりました。子どもたちには寒い思いをさせてし 

まいましたが、「寒かったけど楽しかったよ」といった声を聴き、貴重な 

経験であり良い思い出になったことと思います。 

 「こどもかるた交流会」では、百人一首や昔遊びを地域の皆さんと楽 

しんだ後、女性団体の皆さんのお力添えをいただき餅つき体験を行って、 

みんなで作ったあんこもち等を美味しく食べました。 

 これからも地域の皆様のご協力をいただきながら、様々な事業に携わ 

り、子どもたちと一緒に成長していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年目の今金生活 

委員 業
ぎょう

 天
てん

 誉
よし

 久
ひさ

（北海道今金高等養護学校教頭） 
 

       今金高等養護学校での勤務も２年目に入りました。仕事でかかわる地域の方々をはじ     

      め、今金町のみなさんに温かく受け入れていただき、今金町での生活を楽しみ、充実し    

      た日々を送っています。特に、子どもが取り組んでいるサッカー少年団や空手少年団の

子どもたちやその保護者の方々には大変お世話になっております。ありがとうございます。 

今金の風景の中で一番好きなのは、美田広がる田園風景です。私は、実家が稲作農家を営んでいたこ

ともあり、田園風景をみるととても落ち着きます。そして、仕事が終わり、職場を出たときに聞こえて

くる、カエルの鳴き声（大合唱？）はさらに、一日の疲れが癒される最高の瞬間です。 

最後に、今年は今金町の子どもたちと一緒に、私の趣味である 

百人一首に取り組みたいと思います。百人一首は、読み手の 

声に集中し、仲間と協力して１枚１枚木札を取っていく地味 

な競技ですが、チームが勝った時の喜びは格別なものです。 

できるだけ練習に参加し、子どもたちが笑顔になれるように 

お手伝いしたいと思います。 

こども会連合会の活動を通して 

委員 村
むら

 瀬
せ

 一
かず

 人
ひと

（農業） 

 

社会教育委員によるコラムリレーを掲載しています! 

＜今金町社会教育委員会＞ 

委員長 天沼  寧  副委員長 山崎 周一 

委員 業天 誉久    委員 松原 真一 

委員 苅屋 滋子    委員 久ヶ澤サユミ 

委員 池田 誓哉    委員 村瀬 一人 

▶
平
成
２９

年
度 

か
る
た
交
流
会
の
様
子 

 

▲平成２６年度 

ピリカ遺跡サバイバルキャンプの様子 

▲平成２４年度田植え体験の様子 


