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　妹背牛牧場で「アニマルウェルフェア
（動物福祉）牧場見学会」が開かれ、44
名が参加し、牛舎でのびのびと飼育され
ている牛たちとの交流を行いました。
　見学会はNPO法人さっぽろ自由学校
「遊」が主催。同牧場の佐々木亮太さんが
案内と説明を行い、参加者は説明を真剣
に聞きつつもときには牛と戯れながら牧
場施設を見学しました。

妹背牛牧場で学ぶア
ニマルウェルフェア

　妹背牛小学校の体育館で、学習発表会
が行われました。各学年の児童それぞれ
がこの日のために練習を重ねてきた演劇
を熱演。１年生の元気いっぱいのあいさ
つから始まり、最後は 6年生から保護者
の方々へ感謝の言葉が伝えられました。
　上演後は保護者の方々から子どもたち
の頑張りをたたえる拍手が送られ、今年
の学習発表会も大成功で終わりました。

練習の成果を披露10
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　新型コロナウイルスの影響により、今年も収穫
感謝祭と創作かかし大会が中止になりましたが、
代替えイベントとして「収穫感謝大抽選会」が開
催されました。抽選会の賞品は１等から 10 等ま
で用意され、いい賞品を引き当てようとたくさん
のお客さんが参加。また、イベントの開催に合わ
せて協賛各店による出店も行われ久々に賑わいを
見せました。
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豪華景品が盛りだく
さんの抽選会

11 　 　 10

教育委員会委員に
　中易利則さん再任

　中易利則さんが妹背牛町教育委員会委員に再
任され、10月 1日に辞令交付式が行われました。
今期で 4期目となり、任期は令和 3年 10月 1
日から令和 7年 9月 30日までの 4年間です。
　現在の教育現場は、新型コロナウイルス感染
症の対応に追われ、課題が山積しています。また、
本町においては小・中学校統合についての検討
協議会が控えていることから、これら課題解決
のため、中易さんには今後も本町教育行政発展
のためご尽力いただきます。
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　今回はフーコック島について紹介したいと思います。
　フーコック島はベトナムのキエンザン省にあり、ベ
トナムで一番大きくて綺麗な島です。「ベトナム最後の
秘境」と言われ、言葉では表現できないほどの白い砂
浜と美しいビーチに囲まれています。ベトナムではビー
チリゾート化が急速に進んでいますが、この島はまだ
それほど開発が進んでおらず田舎の素朴な雰囲気をた
くさん残しています。そのため、海の水も青くてきれ
いで物価も安いです。　　　 　
　フーコック島を旅行するのに最適なベストシーズン
は 11 月から４月までです。5 月から 10 月の時期は、
天候が不安定になったり、波が強くなったりすること
も多くなりますが、その分ホテル特典が充実したり、
お手頃に島の人気リゾートに満喫できます。日本から
のアクセスついては直行便が無く、ホーチミン又はハ
ノイで乗り継ぎ、フーコック島へ入るアクセスが一般
的です。新型コロナが終息して、ベトナムに行く機会
があれば、ぜひ、行ってみてくださいね。

Ở số này, chúng tôi xin giới thiệu về đảo Phú Quốc là hòn 
đảo lớn và đẹp nhất nằm ở tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Đảo 
Phú Quốc được gọi là “khu vực tách biệt của Việt Nam”. 
Nó được bao quanh bởi cát trắng và những bãi biển đẹp 
không gì có thể sánh bằng.Mặc dù các khu nghỉ mát trên 
biển phát triển mạnh nhưng Phú Quốc vẫn đang phát triển 
và giữ được nét mộc mạc của thôn quê. Vì thế mà nước 
biển rất trong xanh và giá cả ở Phú Quốc cũng hợp lý. Từ 
tháng 11 đến tháng 4 là mùa đẹp nhất để đi du lịch Phú 
Quốc. Từ tháng 5 đến tháng 10, thời tiết thường không ổn 
định và sóng mạnh, tuy nhiên bạn cũng có thể tận hưởng 

フーコック島の
リゾート

地域おこし協力隊：
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わかち愛もせうしひろばで「モ&ヌー」展を開催
します。
妹背牛町に来てから体験や生活、私たち２人が厳選
したベトナムの景観・料理・祭りなどを写真で紹介
するのでぜひお越しください。
　・期間　令和３年 11月６日から 11月 21日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

R3.11.06～11.21 

わかち愛ひろば 

モモモ＆＆＆ヌヌヌーーー   

 

 私たちの日本に来てからの生活等 
 妹背牛町に住んでいるベトナム人 
の皆さんの生活等 
 モ＆ヌー厳選ベトナム！ 

（景観・料理・祭り等） 

展展展   

tại các khu nghỉ dưỡng trên đảo Phú Quốc với mức giá 
phải chăng. Từ Nhật Bản đến Phú Quốc vẫn chưa có 
đường bay thẳng, thông thường sẽ bay đến thành phố Hồ 
Chí Minh hoặc Hà Nội,sau đó di chuyển đến Phú Quốc.
Hiện tại, Virus Corona vẫn đang bùng phát nhưng khi hết 
dịch, nếu có cơ hội đến Việt Nam hãy thử đến Phú Quốc 
và trải nghiệm.
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成人式のご案内
　令和４年の成人式を次のとおり行います。
　妹背牛町に住所を有する方で、平成 13 年 4
月 2 日～平成 14 年 4 月 1 日までに生まれた方
が対象です。
　対象者には、別途案内状をお送りいたします。
町外に住所のある方で、本町で参加を希望され
る方は令和３年 11月 30 日（火）までにご連絡
願います。

日時　令和４年 1月９日（日）午後 2時
場所　妹背牛町民会館

【お問合せ先】
　妹背牛町教育委員会社会教育グループ
　TEL　0164-32-2525


