
● むらのうごき
　  令和３年４月１日現在（ ）内は前月比

世帯 男性 女性 人口

1,277世帯
（－４世帯）

1,324人
（±０人）

1,370人
（－15人）

2,694人
（－15人）

５月　むらのカレンダー

日 付 予　　定 時 間 場　　所

6 木 日本脳炎予防接種（3歳～7歳6ヶ月対象） 15:00 村国保病院

7 金 麻しん・風しん混合ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

10 月
エアロビ教室 10:00 保健福祉総合センター

ちびっこ広場Ａ 10:00 農村環境改善センター

日本脳炎予防接種（9歳以上対象） 15:00 村国保病院

11 火 すやすや広場Ａ 10:00 農村環境改善センター

ロタウイルスワクチン予防接種 15:00 村国保病院

12 水

ちびっこ広場Ｂ 10:00 農村環境改善センター

けんこう運動教室（ころばん運動教室） 13:00 保健福祉総合センター

けんこう運動教室（はつらつ運動教室） 14:00 保健福祉総合センター

ヒブ・小児肺炎球菌ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

13 木
日本脳炎予防接種（3歳～7歳6ヶ月対象） 15:00 村国保病院

すやすや広場Ｂ 10:00 農村環境改善センター

14 金 移動図書館車「なかよし号」巡回
12:30 浅茅野台地

13:05 浅茅野小学校

水痘ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

17 月 日本脳炎予防接種（9歳以上対象） 15:00 村国保病院

18 火
ちびっこ広場Ａ 10:00 農村環境改善センター

移動図書館車「なかよし号」巡回
10:15 知来別小学校

12:50 浜鬼志別小学校

19 水

巡回広場　（知来別） 10:00 知来別児童館前

移動図書館車「なかよし号」巡回
11:15 狩別

13:20 鬼志別小学校

４種混合ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

20 木
すやすや広場Ａ 10:00 農村環境改善センター

ＢＣＧワクチン予防接種 15:00 村国保病院

21 金 ゆっくり栄養教室 11:00 保健福祉総合センター

Ｂ型肝炎ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

24 月
エアロビ教室 10:00 保健福祉総合センター

ちびっこ広場Ｂ 10:00 農村環境改善センター

日本脳炎予防接種（9歳以上対象）15:00 村国保病院

26 水

子育て講座「簡単ダンス」 10:00 農村環境改善センター

けんこう運動教室（ころばん運動教室） 13:00 保健福祉総合センター

けんこう運動教室（はつらつ運動教室） 14:00 保健福祉総合センター

ヒブ・小児肺炎球菌ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

27 木
男の栄養教室 11:00 保健福祉総合センター

日本脳炎予防接種（3歳～7歳6ヶ月対象） 15:00 村国保病院

28 金
すやすや広場Ｂ 10:00 農村環境改善センター

いきいき栄養教室 10:30 保健福祉総合センター

Ｂ型肝炎ワクチン予防接種 15:00 村国保病院

31 月 エアロビ教室 10:00 保健福祉総合センター

日本脳炎予防接種（9歳以上対象） 15:00 村国保病院

戸  籍  の  窓  口
３月15日～４月14日までの届出
個人情報保護のため、本人・ご家族の希望があったものを
掲載しています。（敬称略）

● お悔やみ申し上げます
氏　名 年齢 住　所

山本　秀子 83歳 小石
長谷川　キソヱ 75歳 浜鬼志別
熊谷　健策 91歳 芦野

● ご寄附・・・善意をありがとうございます
村外の方から586件のふるさと寄附がありました。

● ご誕生・・・健やかに育ちますように
出生日 出生児 両親の名前 住　所

３/５ 佐藤　徠
ら い か

叶 淑徳・亜美 浅茅野台地

３/17 西口　詩
こ と は

葉 怜児・衣依 鬼志別南町

● ご結婚・・・いつまでもお幸せに
婚姻日 氏名 住所

３/16
田中　惠 稚内市
濱　由希子 浜鬼志別

沖
お き の

野 響
ひびき

拓心中学校３年生。野球部

らしくハキハキとインタ

ビューに答えてくれた。

小
お の

野 政
まさあき

昭
1946年 11月２日生まれ。

高校を卒業後、猿払村役場

に就職。初めての給料で週

刊漫画雑誌「サンデー」と「マ

ガジン」を買って読んだこ

とを今でも覚えているそう。

小野さんは生まれも育ちも猿払
村。小学校・中学校生活は地元で
ある浜猿払で過ごし、高校は、隣
町の浜頓別高等学校へ進学。18 歳
で猿払村役場に就職し、60 歳の定
年退職を迎えるまで、日々仕事に
全力で向き合ってきました。また、
常にものごとの「根本」は何かを
考えることに時間を惜しまず、探
究心を持ち続けることをモットー
に、役場入庁から 42 年間という
長きに渡り、村の行政を支えてき
ました。入庁当時は、今のように
印刷機器はなく、書類は手書きが
基本。住民票などの交付書類もす
べて手書きで、誤字脱字があれば
一から書き直す。さらに、村内を
職員が移動するための公用車はな
く、徒歩で村内を回っていたそう。
当時はまだ砂利道が多く、歩き続
けるのは大変だったそうです。

小野さんは、昔から本を読むこと
が大好きで、小説から漫画本など
様々な本を読まれており、なんと
自宅の文庫本は 4500 冊を超える
という。そんな読書家な小野さん、
自宅ではあまりの本の多さに床が
歪みドアが開きづらくなっている
そうな。

今後の猿払村を担う若者に向け、
「今の世の中には、パソコンやス
マホなど多くの ICT 機器が普及
し、画面を通して沢山の情報・知
識を得ることができるが、画面で
は伝わらない、一人一人の人間性
というものを実際に対面し話をす
る中から学んでいってほしい。ま
た、同じ目的に向かって多くの時
間を共有する猿払村の小学校、中
学校時代の友達・仲間は一番大切
にしてほしい。」と語りました。

沖野さんは、小学生時代稚内で水
泳を習っていましたが、中学校で
は幼馴染の影響で野球部に入部し
ました。ポジションはセンター。
守備の要として、毎日仲間と共に
練習に励んでいるそうです。

現在頑張っていることを聞いてみ
ると、卒業後の進路決定に向けて
頑張っていると答えてくれまし
た。都会の学校に行きたいと考え
ているようで、学校だけでなく自
宅に帰ってからも時間をかけて調
べているそうです。　　　　　　

学校生活では、生徒会長として全
校生徒の先頭に立ち、学校行事の
企画や話し合いなどを頑張ってい
ると答えてくれました。３月に行
われた卒業式では、校内の装飾を
企画し、全校生徒で協力してスムー

ズに飾り付けすることができたと
答えてくれました。

猿払村の好きなところを聞いてみ
ると、地域の人が優しいところと
答えてくれました。朝に会う時も
あいさつを返してくれるところや
話しやすいところが好きなようで
す。そのほか、猿払村には、みん
なが楽しめるイベントが少ないと
感じているそうで、お祭りなどが
もっと増えると人が集まる明るい
村になるなどの考えも語ってくれ
ました。

将来は、猿払村に戻って漁師にな
りたいと笑顔で答えてくれました。

今と未来のインタビュー
時代の立役者と
　　　　未来を担う若者

ものごとへの“探究心”

将来は、猿払村に戻り漁師になりたい
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