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谷　　学明さん
たに　　　　たかあき

①北海道札幌方面滝川警察署　晩生内駐在所　　②札幌市
③映画鑑賞
④雪に覆われた綺麗な山と自然が多く、星空がはっきり見える良い町。住民
も気さくに話せる人が多い。
⑤１日でも早く一町民として地域に溶け込み皆さんの安全安心を守り頼られ
る存在になりたいです。

和田　知子さん
わ　だ　　 とも こ

①浦臼町立浦臼小学校（校長）　　②深川市
③旅行、テニス・ピアノ
④山に囲まれ、自然がいっぱいで癒やされます。
　町のみなさんが親切で、あたたかいです。
⑤浦臼の子供たちのためにがんばります。
　どうぞよろしくお願いいたします。

馬狩　典生さん
うまかり　　のり お

①浦臼町立浦臼小学校（教諭）　　②沼田町
③ドライブ　温泉巡り
④幕末の志士坂本龍馬とゆかりのある浦臼町！メロン・ワイン・厚揚げ・焼
き鳥･･･いろいろ美味しい浦臼町！何かと縁のある浦臼町！
⑤病気や怪我をすることなく充実した日々を過ごし、浦臼町の教育に貢献で
きるよう頑張ります！

菅井　広幸さん
すが い 　　ひろゆき

①浦臼町立浦臼小学校（事務職員）　　②砂川市
③テレビ視聴（ドラマ・バラエティー）
④赴任する前は、マンゴーやワインを買いに来たことがあるぐらいでした。
赴任した今は、時間がゆっくり流れているように感じています。まるで、
昭和のような。
⑤健康に気をつけて、仕事をしていきたいと思っています。

永谷　　翼さん
ながたに　　　 つばさ

①浦臼町役場産業課商工観光係　　②岩見沢市
③温泉巡り、野球
④景色がきれいで、空気がおいしいところだと感じました！
⑤どんな仕事も全力で取り組み、町民の方たちに慕われる職員になりたいで
す。

大宮　小雪さん
おおみや　　 こ ゆき

①浦臼町役場住民課税務係　　②滝川市
③ドラマを見ること・バドミントン
④自然が豊かで、特産品がたくさんある町
　優しくて温かい人が多いイメージ
⑤仕事をしっかり覚えて、１日でも早く町民の方々や職員の皆さんの力にな
れるよう頑張ります！
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千田　潮音さん
ち　だ 　　しお ね

①認定こども園なかよし（保育教諭）　　②奈井江町
③温泉に行くこと、学生時代にバレーボールをしていました
④隣町の奈井江町出身なので、昔から近隣ということもあり、馴染みやすさ
を感じていました
⑤１日も早く浦臼町の町民の皆様や認定こども園なかよしの保護者の方々に
認識していただけるように、保育者としてよりよい保育を目指して頑張り
たいと思います。

N FACEEW
ニュー
 フェイス

今年度から浦臼町に着任・就職された方々を紹介します。
「広報にでてた人だ！」って気軽に声をかけてください。

高橋　毅司さん
たかはし　　たけ し

①浦臼町立浦臼中学校（教頭）　　②函館市
③魚釣り
④自然豊かで四季折々の変化が楽しみです。
⑤微力ながら浦臼町の教育を支えていきます。よろしくお願いします。

柳井　　伸さん
やな い 　　　　のぶ

①浦臼町立浦臼中学校（教諭）　　②千歳市
③写真撮影、画像処理
④のどかな雰囲気で、時間の流れがゆっくりなイメージでした。
⑤新しい環境に早く慣れ、生徒や保護者、地域に貢献できるようになりたい
です。

冨岡　生子さん
とみおか　　いく こ

①浦臼町立浦臼中学校（教諭）　　②札幌市
③ドライブ、映画・音楽鑑賞
④雄大な樺戸連山に抱かれた自然豊かな町
　おいしいワインと農産物の町（残念ながら下戸ですが・・・）
　着任手続きに訪れた際、偶然出会った「臼子ねぇさん」が手を振ってくれ
て感激しました。
⑤浦臼中の生徒たちと楽しく学び、笑顔あふれる町になるように微力ながら
　努力してまいります。よろしくお願いします。

①勤務先　　　　　②出身地　　　　③趣味・特技
④浦臼町の印象　　⑤今後の抱負プロフィール

林　　和伸さん
はやし　　　かずのぶ

①認定こども園なかよし（園長）　　②滝川市
③ゴルフ、読書
④一昨年、浦臼小学校に着任した際は、「穏やかで・自然が一杯で・人のい
い町」と思いました。２年間の間に、浦臼町は子どもを大事にしてくれて、
学校教育にとても配慮をしてくれる町だとわかりました。それはとても
有りがたいことだと、私の他にも学校の教職員みんなが思っています。
⑤未来からの使者である子どもたちがみな元気でたくましく育ち、必要な
力をきちんと蓄えて小学校に送り出したいです。また、中学校を終わり
高校に入るときは「どの子も、社会を生き抜く力を身に付けた」と言い
切れる教育を小中学校と連携し進めていきたいです。
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だれでも食堂のご案内
　浦臼の野菜をできるだけ使用して月に１回町民が開く、町民のための食堂です。
　新型コロナウイルス感染症対策により、予約制での開催といたしますので事前にお申し込みをお願いし
ます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください！
日　　時：５月２１日（土）１１:３０～１３:３０
　　　　　※１１:３０から３０分ごとの時間予約制です。
メニュー：いなり寿司・みそ汁
　　　　　テイクアウトも出来ます（予約個数限定）。
料　　金：大人２００円　１８歳以下無料
※新型コロナウイルスの感染状況等により、中止となる場合があります。

開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
申 込 先：電話０９０－２８１１－８１９６
　　　　　　　　　　　　　代表　鎌田眞美

令和４年度浦臼町役場機構図（令和４年５月１日現在）
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