蘭越 町 開 基 12 0 年 記 念 事 業 特 集
～これまでの事業とこれからの事業をご紹介します！！～
蘭越町は、明治 32 年（西暦 1899 年）に尻別村から分村して名駒町に
南尻別村戸長役場を開設してから、120 年を迎えました。
「蘭越町開基 120 年記念事業実行委員会」では、10 月 19 日㈯に記念
式典と記念公演を開催するとともに、記念誌の編集発行や新町史の増補
版編集の協力等を行っております。
また、町内の各団体等と連携しながら各種記念事業を展開しております。

開基 120 年記念事業（冠大会・イベント含む）令和元年８月 15 日現在
◎終了した事業

４月 14 日㈰ ニセコ連峰歩くスキー大会（チセヌプリ周辺）
５月 25 日㈯ 北海道日本ハムファイターズ少年野球教室（総合運動公園野球場）
６月 24 日㈪ NHK こども音楽クラブ （蘭小体育館）
７月 ７日㈰ 町民スポーツ交流会（蘭中グラウンド）
７月 27 日㈯・28 日㈰ 蘭越せせらぎまつり（ランラン公園）
８月 ２日㈮ 桂福丸独演会（町民センター）
８月 11 日㈰ 夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会（総合運動公園野球場）

◎これから行われる事業（一部予定も含まれます）
８月 24 日㈯ 9:00 〜

８月 25 日㈰ 16:00 〜
８月 28 日㈬ 18:30 〜
８月 31 日㈯ 9:15 〜
10 月 12 日㈯ 10:00 〜
10 月 19 日㈯ 10:00 ～
10 月 19 日㈯ 14:30 〜
11 月 ９日㈯ 18:00 〜

◎その他の事業

蘭 越 町 生 涯 楽 習 フェスティバル（町民センター）
120 年記念事業実行委員会が出展し、事業の広報・啓蒙活動を行います。
・実施済事業の記録写真等の展示
・開催予定のチラシ配布・ポスターの展示
・開基 100 年の記念誌・町史等の展示
札幌地区「蘭越ふるさと交流会」
（ポールスター札幌）
鎌田實講演会（山村開発センター）
120out（アウト）町民ソフトボール大会（総合運動公園野球場）
記念植樹祭 尻別川左岸築堤（大谷揚水機〜栄橋）
記念式典（山村開発センター）
記念公演（山村開発センター）
北海道歌旅座「昭和の歌コンサート」
わいわいふれ愛パーティー（山村開発センター）
商工会女性部との共催（マシン☆ガン MOKO 公演）

① 120 年記念誌作成 ９月末に発行予定 全戸配布・記念式典参列者等に配布
②新町史の増補版作成 来年 3 月末発行予定 希望者に有料で頒布
③記念式典の構成・セット・音響映像等の式典全般の運営進行（司会含む）
プロデュースを「北海道歌旅座」に委託。記念式典と記念公演の前段に、
蘭越の昭和・平成のスライド映像に併せてピアノ・ヴァイオリンの生演
奏で歌２曲披露（中島みゆき「時代」
・松山千春「大空と大地の中で」）

広報

令和元年・８月号
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令和元年度採用の自衛官募集案内
男子

に﹁受験申込書在中﹂と
朱書きしてください︒
▽申込期日
令和元年９月 日㈬必着
▽申込書の提出（送付）先
〒０４４・０００３
北海道虻田郡倶知安町北
３条東４丁目
羊蹄山ろく消防組合
消防本部総務課 宛
▽希望勤務場所
受験申込書の希望勤務場
所は必ず記入のこと︒
▽添付書類
普通自動車運転免許を取

し︑救急救命士免許を取
得している者はその写し
▽試験期日及び場所
①一次試験︵筆記・適正︶
令和元年 月 日㈰
午前９時〜羊蹄山ろく消
防組合消防総合庁舎
②二次試験︵面接・体力︶
令和元年 月上旬予定
▽お問い合わせ先
羊蹄山ろく消防組合
消防本部☎ ・２８２２
蘭越支署☎ ・５０１０
ほか︑山ろくの各支署

得している者はその写

25

20

羊蹄山ろく消防組合消防職員採用募集案内

▽勤務場所
長の２分の１以上 体
羊蹄山ろく消防組合
重・おおむね ㎏以上
視力・両眼で０．７以上
倶知安消防署・ニセコ支署
▽採用予定人数
︵矯正視力含む︶かつ︑
２名程度
一眼で０．３以上︑色彩
▽採用年月日
識別能力︵赤色︑青色及
令和２年４月１日
び黄色の識別︶を有する者
▽受験資格
▽受験申込書の請求
学校教育法による高等学
①受験申込書は︑羊蹄山
校を卒業又は令和２年３
ろく消防組合消防本部総
月末までに卒業見込みの
務課︑倶知安消防署及び
方で︑平成７年４月２日
各支署に備え付けていま
以降に生まれた者︒かつ
すので請求してください︒
次の条件を具備できる者
②郵送による請求は︑封
①勤務場所の町村の市街
筒の表に﹁受験申込書請
地に居住できる者
求﹂と朱書きし︑１２０
②普通自動車運転免許
円切手を貼った宛先明記
の返信用封筒︵Ａ４判の
︵マニュアル車︶を取得
入る大きさ︶を同封のう
している者︑又は１年以
え︑羊蹄山ろく消防組合
内に取得する者
消防本部総務課まで請求
③身体は︑消防職員とし
してください︒
て必要な消防活動に従事
できる体格︑体力を有す ▽受験手続等
受験申込書に︑所定事項
る者
を自筆で正確に記入︑押
なお︑身体の概略基準を
印し郵送又は持参し提出
示すと次のとおり
してください︒郵送によ
身長・おおむね１６０㎝
る申し込みは︑封筒の表
以上 胸囲・おおむね身

2019・８月号
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☎ 57-5111（内線 206）
役 場 担 当 窓 口 ：総務課 企画防災対策室 防災係

☎ 57-5544
浩さん
永井
☎ 55-3666
司さん
自衛官募集相談員 ：武田

☎ 0136-23-3540
倶知安地域事務所 ：倶知安町南３条東１丁目
詳しいお問い合わせは

９月 27 日㈮・ 28 日㈯
女子

１次試験
９月 20 日㈮〜 22 日㈰
７月１日㈪〜
９月６日㈮
一般曹候補生
（第２回）

９月 25 日㈬〜９月 30 日㈪
７月８日㈪〜
９月 12 日㈭
自衛官候補生
（第３回）

試験期日
受付期間
受験資格
募集種目

18 歳以上 33 歳未満の者

55

