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齢による骨密度の低下は︑男

ホルモンの分泌が少なくなる
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︵大腿骨頚部︶の骨折には︑
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付け根の骨
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す︒この骨を骨折すると︑立
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《2/15〜3/14の休館日》
月曜日

：２月17日、24日
３月３日、10日
月末整理日：２月28日㈮
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中澤まゆみ 著

﹃おひとりさまの﹁法律﹂と

﹁お金﹂﹄

相続︑離婚︑病気︑終わり

方 ︒ あ る 日 突 然﹁ お ひ と
･･･
り さ ま ﹂ に な っ て も︑
﹁おひ

とりさま﹂のまま年を重ねて

も︑明るく自由に安心して生

きていくための知恵を紹介し

た一冊です︒長い﹁老後﹂の

準備を今から始めませんか？

今月は、昨年非営利活動法人（ＮＰＯ法人）
新十津川町体育協会の理事長に就任した吉田
邦男さんにお話を伺いました。
体育協会はどのような組織なのですか。
文部科学省所管の公益財団法人日本体育協
会の傘下団体になり、本町におけるスポーツ
の普及発展と町民の健康増進に寄与すること
を主な目的としています。
協会のあゆみを教えてください。
昭和44年に設立した当協会は、平成21年に
ＮＰＯ法人格を取得し、翌年からふるさと公
園内体育施設の指定管理者となり、施設管理
や運営を行っています。また、現在の加盟ス
ポーツ団体は、12団体です。
本町のスポーツ活動の状況についてどう
お考えですか。
人口減少や高齢化の波でスポーツ人口も減
少していますが、皆さんの健康維持と増進に
役に立てるよう努力したいと思います。
協会の今後の目標をお聞かせください。

﹃武器より一冊の本をくださ

スポーツコラム「齊藤さんと心呼吸。」

い﹄

ヴィヴィアナ・マッツァ 著

わたしが勉強したいという

思いを︑銃で撃つことはでき

ない︒

女性の教育について訴え︑

タリバンに撃たれた少女マラ

ラ・ユスフザイの物語︒彼女

森

の国連演説抄録︵和訳︶も掲載︒

﹃宇宙兄弟﹄

義隆 監督・小山宙哉 原作

・小栗 旬︑岡田将生 出演

宇宙に魅了された兄ムッタ

と弟ヒビトの南波兄弟は︑幼

いころ２人で宇宙へ行こうと

約束する︒

分︶

夢を追い続けた弟と︑夢を

︵

思い出した兄の２人の夢が動

き出す︒
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空知教育局から町教育委員会事務局に
派遣され、社会教育主事として働く齊
藤伸一さんのコラムです。

「町民１人１スポーツ」を目
標に、本町におけるスポーツの
さらなる普及発展を目指すと
ともに、皆さんに親しまれる施
設の運営に努めます。また、本
町の豊かな自然環境を生かした事業も展開し
ていきたいと考えております。
今回、スポーツ振興に関して、行政と体育
協会は同じ方向を向いていることが再確認で
きました。今後、協会とさらに連携・協力を
強化し、皆さんがよりスポーツに親しめる事
業の展開を図っていきたいと思いました。
■吉田 邦男（よしだ くにお）さん
空知管内で校長を歴任後、平成９年から本町
に在住。教員時代は、柔道やスキー、バスケ
ットボールの指導者として活躍。現在は、パ
ークゴルフやゴルフに取り組んでおり、新十
津川パークゴルフ協会では、副会長や理事を
10年間歴任。昭和11年浦臼町生まれ。現在77才。
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12㈬

放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

10㈪

ぴよぴよきっず（10:30〜子育て支援センター）

13㈭

シニアいきいきクラブ「家庭菜園教室」2回目（10:00〜ゆめりあ）
おはなしころりんミニ（10:30〜図書館）

11㈫

新十津川中学校「水彩画展」
（〜3/30 改善センター）

14㈮

献血（10:00〜JAピンネ本所、12:00〜JAピンネ花月支
所、14:30〜役場）

12㈬

7〜8か月児健康相談（9:15〜ゆめりあ）
3〜4か月児健康相談（13:15〜ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

15㈯

おはなしころりん『おふろ』のおはなし（14:00〜図書館）

16㈰

第7回そっち岳スキー大会（8:45〜そっち岳スキー場）
和紙で作る「お飾りモビール手作り講習会」
（13:30〜図書館）

13㈭

新中卒業式
（9:30〜新中）
おはなしころりんミニ（10:30〜図書館）
1歳8〜9か月児健康診査（12:15〜ゆめりあ）
3歳1〜2か月児健康診査（12:30〜ゆめりあ）

17㈪

新中入学説明会（13:45〜新中）

14㈮

18㈫

大津渡・工藤秀弘「書道展」
（〜3/9

10〜11か月児健康相談（9:15〜ゆめりあ）
1歳2〜3か月児健康相談（9:30〜ゆめりあ）

15㈯

おはなしころりん『ことば』のおはなし（14:00〜図書館）

19㈬

放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

改善センター）
16㈰

20㈭
21㈮

17㈪
ゆめりあ部会1日体験会（10:00〜ゆめりあ）

18㈫

22㈯

19㈬

新小卒業式
（9:30〜新小）
放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

24㈪

20㈭

ぴよぴよきっず（10:30〜子育て支援センター）
新中参観日
（8:30〜新中）

25㈫

21㈮

そっち岳スキー場営業終了予定（〜17:00）

23㈰

26㈬

新小低学年参観日（13:25〜新小）
介護保険相談（13:00〜ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

22㈯

27㈭

新小高学年参観日（13:25〜新小）
おはなしころりんミニ（10:30〜図書館）

24㈪

28㈮

新小中学年参観日（13:25〜新小）

23㈰

25㈫

小中学校修了式

26㈬
新小２年生「おはなし美術館」作品展（〜3/16 図書館）
3/1㈯ おはなしころりん『おうち』のおはなし（14:00〜図書館）
新農高卒業式（10:00〜新農高）

小中学校春休み（〜4/3）
介護保険相談（13:00〜ゆめりあ）

27㈭

おはなしころりんミニ（10:30〜図書館）
遊びの広場in児童館（13:30〜児童館）

２㈰

第14回ピンネカラオケ部会発表会（13:00〜ゆめりあ）

28㈮

春休み上映会（10:30〜図書館）

３㈪

子育て支援講演会（10:00〜子育て支援センター）

29㈯

春休み上映会（10:30〜図書館）

４㈫

6次産業化研修会（18:00〜ゆめりあ）

30㈰

春休み上映会（14:00〜図書館）

５㈬

シニアいきいきクラブ「お菓子作り教室「3月」」
（10:00〜ゆめりあ）
放課後おはなしタイム（15:00〜図書館）

31㈪

６㈭

ふるさと学園大学修了式（10:00〜ゆめりあ）

７㈮

第17回子育てスクール（10:00〜子育て支援センター）

８㈯

歩くスキーのつどい（9:00〜改善センター）

4/1㈫ 大井戸百合子絵本原画展（〜4/20 図書館）
２㈬
３㈭

９㈰

小中学校前期始業式

５㈯

おはなしころりん『はる』
のおはなし
（14:00〜図書館）

︻アカシヤ俳句会︼

文子

昨日今日あした日脚の伸びざ

大玉

ああ日が長くなったなと思

かり

うことが﹁日脚伸ぶ﹂で︑日

差しが畳の目一つずつ伸びる

そうだ︒規則正しく伸びるは

科学的で︑文学的に見ればこ

チヱ子

こ数日伸びざかりみたいだ︒

境

待春の人みなバスを待ちてを

り
バスを待つ人々の姿にも︑

おのずから季節感がある︒冬

ならばいらいらしていた人々

も︑バスを待つことは春を待

つことみたいに︑うららかな

日差しを浴びている︒
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加齢とは悲しいもので︑遠

慮した方が良いかもよと言わ

れる食べ物が多くなる︒後ろ

めたい思いとは裏腹に︑これ

がまた旨いのだ︒
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