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 B&Gプールオープン・シーズン券販売！ 

  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 今年も狂犬病予防注射をおこないます 

  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

月日 月日

日ノ出 日ノ出第１集会所前 松岡 松岡・北原自治会館前

松岡 松岡第３会館前 菊野 西本 護宅前

北原 北原交流展示館前 西和１１線バス停前

6 三和・菊野自治会館前 6 加藤邦雄宅前

月 三和１４線８号 月 西和第４会館前

22 三和第１集会所前 23 加藤隆夫宅前

日 今野 宗徳宅前 日 福原 牧幸雄宅前

（月） 三笠 石田 利美宅前 （火） 日ノ出 公民館前

川西 川西１８線６号 脇澤幸男宅前

中和第６集会所前 東山自治会館前

山住 浩宅前 日ノ出 田中純一宅前

旧中和小学校前 日ノ出 米澤順恵宅前

松本克彦宅前 若草自治会館前

小島信治宅前 かたくり自治会館前

渡邊 澄夫宅前 三笠南自治会館前

朝日集会所前 東町 恵みヶ丘自治会館前

三笠 ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟｻｲﾄｳ前 西町 役場裏側駐車場

東丘 太田守純宅前

東丘 鷲見 重宅前

西町 役場裏側駐車場

集　　合　　場　　所 時　　間 集　　合　　場　　所 時　　間

13:00～13:05 13:00～13:05

13:10～13:15 13:15～13:20

13:20～13:35

西和

13:30～13:40

三和

13:45～13:55 13:45～13:50

14:00～14:05 13:55～14:00

14:10～14:15 14:05～14:10

14:20～14:30 14:20～14:25

中和

14:55～15:00 15:10～15:15

15:15～15:25 15:25～15:30

15:30～15:35 15:40～15:45

15:40～15:45

三笠

15:50～16:00

15:50～15:55 16:05～16:10

14:35～14:40 14:45～14:50

14:45～14:50
大成

15:00～15:05

16:30～16:35 ※やむを得ない事情等により、自宅で
の注射を希望される方は、６月17日
（水）までにご連絡をお願いします。

16:40～16:50

17:00～18:00

朝日
16:00～16:05 16:15～16:20

16:10～16:15 16:35～16:45

16:20～16:25 17:00～18:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●募集期限 ５月１５日（金） 
※今年度更新作業の関係上期限を記載しておりますが、情報につい
ては、随時受け付けしております。ご協力よろしくお願いします。 
※寄せられました「空き家情報」は後日、建築面積、構造、築年等
を調査し整理した後にホームページで全国に向けてＰＲします。

 

■詳しくは総務課まちづくり推進係（℡32-2421） 

2015.6.5 

NO.164 

６/13 
(土) 

 

■詳しくは和寒町体育協会まで（℡32-4470） 

 ６月 13日（土）からＢ＆Ｇプールがオープンします。 

お得なシーズン券も販売していますので、多くの方のご利用をお待ちしてます。 

●オープン期間 ～天候、行事等により変更する場合もあります。 

 ６月 13日～６月 30日 平日 午後１時～午後５時 休日 午前９時～午後５時 

 ７月 １日～７月 24日 平日 午後１時～午後９時 休日 午前９時～午後５時 

 ７月 25日～８月 18日（夏休み） 午前９時～午後９時 

 ８月 19日～８月 23日 平日 午前１時～午後９時 休日 午前９時～午後５時 

 ８月 24日～９月 ６日 平日 午後１時～午後５時 休日 午前９時～午後５時 

 
●利用料金 

１日券 100円 シーズン券   1,000円 中学生以下無料 

※町外者の大人の方は、上記料金の３倍 

※シーズン券は６月９日（火）から総合体育館で販売します。 

６/22～23 
(月)～(火) 
 
 生後 90日を経過した犬は、登録と狂犬病予防注射を受けることが義務付けられています。 

狂犬病予防注射に関する日程や料金は次のとおりです。 

●注 射 料 3,110円（お釣りのないようご協力ください） 

●新規登録料 犬を新たに登録される場合は、別途登録料 3,000 円がか

かります。 

●そ の 他 犬の死亡、失そう、譲り渡しや所有者の変更等があった

場合は、必ずご連絡お願いします。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 
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麦茶湯でサラッと、さっぱり！  

  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 消防訓練 

  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 （仮称）和寒町着地型観光推進協議会のメンバー募集 

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 特産品開発や販路開拓の相談を受け付けています 

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６/28 
(日) 

 
 麦茶には、リラックス効果や皮膚のかゆみを抑える効果があります。 

 今回の替わり湯は「麦茶湯」です。ぜひ入浴をお試しください。 

●日 時 ６月 28日（日）午後４時 30分～午後９時 30分 

●場 所 保養センター 
■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

 消防団員による訓練をおこないます。火災とお間違えのないようお願いします。 
 

●日 時  ６月 29日（月）午後２時から 

●場 所  総合体育館 駐車場 

       ※当日、サイレンは吹鳴しません。 

■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119） 

６/29 
(月) 

 

■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423） 

和寒町のペポかぼちゃの果肉と種を使った「ペポたると」が新たに 

製品化され、４月 21日から和寒町内はもとより全道、全国で販売開始 

となったところです。「ペポたると」は、道や大手菓子製造メーカー 

等と連携し製品化された大きなプロジェクトでしたが、町では、町民 

の皆さんが、「町の農産物等を活用した新たな加工品を開発したい」 

「加工品の販路を開拓したい」など、さまざまな相談にのっています 

ので、お気軽にご相談ください。 

  ■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423） 

着地型観光とは 

  近年、旅行者の志向が多様化し、地元の人しか知らないような穴場や楽しみ方を求める傾向 

があります。こうしたニーズに対応するため、都市部の旅行会社が企画する従来型の「発地型」 

の観光ではなく、旅行目的地側（「着地型」）主導で旅行商品を企画することをいいます。 

                     

和寒町の豊かな食資源等を活用した、体験型・滞在型の旅行商品づくりを推進していくため、公益社団

法人北海道観光振興機構の助成事業を活用し、（仮称）和寒町着地型観光推進協議会を立ち上げることと

しました。 

 食と観光を通じてまちを盛り上げていきたいという方の参加を広く募集しておりますので、興味のある

方はお申し込みください。 

●会員資格 

 食と観光を通じたまちづくりに興味のある方はどなたでも参加できます 

●どんなことをやるのか 

 地域資源の発掘・磨き上げ、都市部からのモニターツアーの実施、特産

品を活用した食事メニューの開発、旅行会社へのセールス 等 

●会  費 

 無料 

●申込方法 

 ６月 19日（金）までに産業振興課までご連絡ください。 
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全町ナイターソフトボール大会の参加チーム募集 
 

 

 

特定計量器定期検査のお知らせ  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

上川北部市町村の情報コーナー『天塩川だより』  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年で 36 回目を迎える全町ナイターソフトボール大会を開催します。近年、参加チームが減少してい

ますので、友人、知人、職場の仲間と一緒にぜひ参加してください。 

 
 

■詳しくはソフトボール協会事務局（役場 塚崎・目黒）まで（℡32-2424） 

クールビズ取り組み中 

●期間 ６月１日から９月 30日まで ■詳しくは総務課庶務係まで（℡32‐2421） 

 

 町では、地球温暖化対策の一環として、また事務の能率向上のために次の期間、

職員がクールビズ（軽装化）に取り組んでいます。来庁の皆様にはご理解いただき

ますようお願いします。 

 はかり、分銅及びおもりを取引や証明に使用している場合は、２年に一度、北海道が実施する定期検

査を受けることが義務付けられています。商店等ではかり売りをする為に使用する計量器や、農家で直

接販売等を行う為に使用する計量器は対象になります。 

（有償無償問わず、物又は役務の給付を目的とする業務をおこなっている場合には対象計量 

器となります。計量後、一度農協等に集荷し、そこで計量される目安用の計量器は対象外） 

 農家又は商店等で検定合格印がない計量器や、平成 25年の定期検査を受け 

ていない計量器をお持ちの方は、７月 10 日（金）に定期検査がおこなわれま 

すので、６月 25 日（木）までにご連絡ください。なお検査には手数料がかか 

ります。 

 前回定期検査実施済みの計量器及び代理検査を実施予定の方につきましては、ご連絡の必要はありま

せん。 

 
■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423） 

～第 36回ふうれん白樺まつり～ 【名寄市】 

●日   時 ６月 21日（日）午前 10時 20分～午後３時 

●場   所 ふうれん望湖台自然公園特設会場 

●内   容 高円寺阿波おどり親善訪問団と地元の風舞連による阿波おどりの披 

露、焼肉＆ジンギスカン広場の開設、もちまき等を予定している。 

●問い合せ先 ＮＰＯ法人風連まちづくり観光  TEL 01655-3-2960 

～キマロキ展示保存 40周年記念キマロキまつり～ 【名寄市】 

●日   時 ６月 27日（土）～28日（日）午前９時 30分～午後 4時 

●場   所 名寄市北国博物館 

●内   容 ミニ蒸気機関車 D51 の重連運転会鉄道模型列車の運転会や「キマ

ロキ」ライトアップ 他 

●問い合せ先 名寄市北国博物館  TEL 01654-3-2575  

 

●大会期間 ７月中旬から（参加チーム総当たりのリーグ戦） 

●大会会場 総合グラウンド 

●参加資格 登録選手は町内に居住または町内の企業に従事している方で、高校 

生以下は除く。大学、専門学校生は良い。 

●参加費用 １チーム 10,000円 

●主  催 和寒町ソフトボール協会 

●申込方法 ６月 18日（木）までにソフトボール協会事務局までご連絡ください。 
 



10 (水) がん検診ツアー（７:45～　保健福祉センター）　　 26 (金) 乳幼児お誕生会（10：30～ こども館）

１才６ヶ月・３才児健診（13：00～　こども館） 絵本の読み語り（15：30～ こども館）

11 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院） 27 (土) わっとさむドキドキクラブ(9:00～公民館・北原)

おはなし会（14：00～　図書館）

12 (金) 絵本の読み語り（15：30～ こども館） 28 (日) 夏のがん検診（６:00～８:30　公民館）

結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（６:30～10:00　公民館）

13 (土) ジュニアイングリッシュ講座（9:00～　公民館） 麦茶湯（16：30～　保養センター）

B&Gプールオープン（13：00～　B&Gプール） 29 (月) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

おはなし会（14：00～　図書館） （７:00～８:30　中和地域ｾﾝﾀｰ）

14 (日) 戦没者慰霊招魂祭　前夜祭(18：00～　忠魂碑境内) 消防団消防訓練（14：00～　総合体育館）

30 (火) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（６:30～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

15 (月) 戦没者慰霊招魂祭　本祭(10：00～　忠魂碑境内) 図書整理休館（図書館）

7月 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

1 (水) （７:00～８:00　松岡地域ｾﾝﾀｰ）（９:30～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

16 (火) 予防接種（М Ｒ・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌）（14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ） 特養回診のため内科午後休診（町立病院）

こども館お菓子作り教室（1４：00～ 保健福祉センター） 2 (木) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（７:00～７:30　三和地域ｾﾝﾀｰ）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

17 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院） 特養回診のため外科午後休診（町立病院）

乳児健診（13:00～　こども館） 3 (金) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（７:00～７:30　大成寿の家）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

18 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院） 親子遊び体験（10：00～ こども館）

4 (土) わっとさむドキドキクラブ（9:00～図書館）

劇団すぎのこ人形劇（10：00～　図書館）

19 (金) おやこっこ教室(10:00～こども館）

5 (日) 開村100周年記念　第54回町民大運動会

（9：00～　総合グラウンド）

20 (土) 保育所運動会（9：00～　保育所）

ポコ・ア・ポコおはなし会（14：00～　図書館） 6 (月)

１市２町ジュニアリーダー研修会(第１期：士別)

和寒小学校開校記念日 7 (火) 予防接種（ＢＣＧ・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌・水痘）

21 (日) １市２町ジュニアリーダー研修会(第１期：士別) （14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ）

8 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院）

22 (月) 狂犬病予防注射（13：00～　各指定場所）

9 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院）

23 (火) 楽笑体操教室（９:30～ 保健福祉センター）

狂犬病予防注射（13：00～　各指定場所） 10 (金) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

予防接種（ＢＣＧ・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌） （７:00～７:30　西和地域ｾﾝﾀｰ）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

（14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ） 子育て講座「陶芸教室」(１０:００～こども館)

24 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院） 絵本の読み語り（15：30～ こども館）

11 (土) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

25 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院） （６:30～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

縄跳び記録会（15：30～ こども館） ジュニアイングリッシュ講座（9:00～　公民館）

おはなし会（14：00～　図書館）

Ｅメールアドレス　info@town.wassamu.hokkaido.jp

　　ＴＯＷＮ　　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 行事日程は、変更になる場合がありますので、お確かめ

のうえご利用ください。

ホームページアドレス　http://www.town.wassamu.hokkaido.jp

2015

6月


