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リンゴ湯で冷え症予防＆疲労回復 

きっぱり断ろう！高齢者を狙った悪質な販売 

“フレッツ光”で快適なネット環境へ 
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国民年金法等の一部が改正されたことにより、平成 25 年 10 月から児童扶養手当・特別児童扶養手当の支
給額が 0.7％引き下げられることになります。 
改定額は、下記のとおりです。 

児童扶養手当・特別児童扶養手当額が変わります！ 

■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000）

※児童扶養手当 

※特別児童扶養手当 

 改定前（平成 24 年度） 改定後（平成 25 年度）

全額支給（月額） 41,430 円 41,140 円 

一部支給（月額） 41,420 円～9,780 円 41,130 円～9,710 円 

 改定前（平成 24 年度） 改定後（平成 25 年度）

１級 50,400 円 50,050 円 

２級 33,570 円 33,330 円 

 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422）

今月のかわり湯は、「リンゴ湯」を実施します。
リンゴの香りを楽しみながらゆっくりと入浴しませんか。 

●リンゴ湯実施日  10 月 20 日（日） 
●実 施 場 所   保養センター 
●営 業 時 間   午後４時 30 分～午後９時 30 分 
  

 最近お年寄りを狙った悪質商法が増加しています。このような消費者被害を未然に
防ぐため、悪質な手口やその対処法、契約の知識を学びませんか。お年寄りにもわか
りやすい寸劇と消費生活相談員による講演で悪徳商法への対処法を学びます。 

■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423） 

●開 催 日  10 月 17 日（木） 午前 10 時～午前 11 時 45 分 
●開催場所  公民館恵み野ホール ※入場料無料 
●参加対象  町民のかたはどなたでも参加できます 

（当日、三笠山大学公開講座となります） 
●内  容  ①寸劇 演目『きっぱり断ろう！ 

高齢者を狙った悪質な販売』
               士別消費者協会 劇団「さくら」 
 
       ②講演 演題『最近の悪質商法の手口とその対処法』 

講師 士別地区広域消費生活センター 
消費生活相談員 佐々木 晃彩子 氏  

●協  賛  和寒町消費生活推進会議 

平成 25 年３月にフレッツ光のサービス提供が市街地で開始され、利用者からは「大容量のデータ等の通
信がスムーズに速くおこなえる」「通信速度が速くインターネットでの動画の再生が止まることなく見るこ
とができる」など、また、光電話への加入者からは「固定電話や携帯電話の通話料金が安くなりました」と
の声が寄せられています。 
 ぜひ、興味のあるかたや加入希望のかたは、お気軽にＮＴＴ東日本-北海道（℡0120-116-116）までお問
い合わせください。 
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ウイルスから身を守る インフルエンザ予防接種 

『消すまでは 心の警報 ＯＮのまま』～火災予防運動統一標語～ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強力な感染力を持つインフルエンザは、時として大流行し、多くの人々の命を奪うこともある恐ろし
い病気です。予防接種をうけて、ウイルスから身を守りましょう。 

■13 歳未満のかたは２回接種（接種間隔は２～４週間） 

■13 歳以上のかたは１回または２回接種（接種間隔は１～４週間） 

※２回接種については、医師とご相談ください。 

６ヶ月～３歳未満 0.25ml/回 

３歳以上 0.5ml/回 

■詳しくは保健福祉課保健係まで(TEL32-2000)

１回の接種：1,200 円（助成後の負担額です） 

〈接種量・接種回数〉 

〈接種料金〉※町では１回につき、1,000 円の助成をおこなっています。 

下記の病院で接種した場合のみ助成対象となります。 
☆町立和寒病院（西町 ℡32-2103） 
☆野々瀬内科小児科クリニック（西町 ℡32-3612） 
※上記の病院以外で接種した場合、助成はありませんのでご注意ください。 

10 月 15 日（火）から予防接種が始まりますので、接種希望される医療機関へ直接申込み願います。 

〈対象医療機関〉 

予防接種を希望される場合 

国有林野への一般入林禁止！ 

■詳しくは上川北部森林管理署まで（TEL01655-4-2551）

エゾシカ狩猟が平成 25 年 10 月 26 日から平成 26 年３月 31 日までの間、解禁となります。 
 この期間中、林内での猟銃による一般入林者への事故の発生が懸念されることから、上川 
北部森林管理署では、平成 25 年 10 月 26 日から平成 26 年３月 31 日までの間は、狩猟目的以 
外の一般入林を禁止としますのでお知らせします。 

■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119） 

「平成 25 年秋の全道火災予防運動」が 10 月 15 日から 10 月 31 日までの間実施されます。 
火災予防運動の一環として、一般家庭防火広報巡回と秋季消防演習を実施しますので、ご協力をお願いし

ます。 

１．暖房器具やガスコンロなどは、点検と手入れをし、取扱いに十分注意しましょう。 
２．住宅用火災警報器をまだ設置していないご家庭は、早期に設置しましょう。 

当日は、旧和寒中学校にて、模擬火災訓練を実施します。火災とお間違えのないようお願いします。

●日  時  10 月 15 日（火）午前中 
●対象地区  松岡・北原自治会、東山自治会、三笠南自治会 

         三和・菊野自治会、西和福原自治会、中和自治会 

これからの季節は、冬に向けて暖房器具を使用する事が多くなり、火災が発生しやすい時期となりますの
で、次のことに十分注意し、火災を起こさないようにしましょう。 

当日、下記自治会を対象に消防団員が各家庭を巡回し、火災予防の呼び
掛けとチラシによる広報を実施しますので、ご協力をお願いします。 

一般家庭防火広報巡回 

和寒町消防団秋季消防演習 

●日時 10 月 22 日（火）午前５時 
●場所 旧和寒中学校 
※当日、サイレンは吹鳴しません。 

「住宅用火災警報機は、住宅火災からあなたを守ります。」 
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平成 25 年中 新築・取壊家屋の届け出について 

上川北部市町村の情報コーナー『天塩川だより』 

飲酒運転の根絶 ～飲みません 断る勇気 誘わぬ礼儀～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固定資産税の適正な課税のため下記のような場合には、届け出が必要となりますので、役場住民課税務係
まで手続きを願います。 

家屋を新築・増築した場合 

■詳しくは住民課税務係まで（℡32-2422） 

①届け出が必要な家屋の異動 

②届け出の方法 

届け出後に、家屋の評価に伺います。 
家屋を取り壊した場合 

法務局に登記されていない家屋の売買や贈与などをおこなっ
たとき。 

届け出後に現地を確認します。 

印鑑を持参のうえ、12 月 27 日（金）までに役場住民課税務係までお越しください。 
※新築・増築の場合は図面等があれば持参願います。 

未登記家屋を売買した場合 

上川北部市町村のイベントをご案内します。

イベント名 
島田歌穂アコースティック 

コンサート 2013 
平成 25 年度士別市民総合文化祭 

市町村名 美深町 士別市 

開催日時 

11 月 16 日（土） 
開場 15:00 
開演 15:30 
 

【チケット】一般 2,000 円 
     高校生以下 1,000 円 

市内５会場でおこなわれ、中央地区会場については、次のとおり。 
●作品展示 11 月１日（金）～４日（月） 
●芸能発表 11 月３日（日）12:00～15:30 
●市民自主企画「ステージパフォーマンス in ショーホール」 
11 月２日（土）13:00～17:00 

※その他、上士別、多寄、温根別、朝日会場にて開催されます。 

開催場所 
美深町文化会館 COM100  

文化ホール 

市民文化センター 
●作品展示  研修室兼ギャラリーほか 
●芸能発表  大ホール 
●市民自主企画「ステージパフォーマンス in ショーホール」小ホール 

問い合わせ先 
美深町教育委員会 
℡01656-2-1744 

士別市民総合文化祭実行委員会事務局（士別市中央公民館内） 
℡0165-23-3358 

家屋とは、住宅のほか
車庫・納屋・物置等の
ことです。 

固定資産税は１月１日現在に所有されているかたに課税されます。
家屋の異動がありましたらお早めに手続きください。 

◆飲酒運転の根絶！  飲酒運転は絶対にしない、させない。 
◆飲酒運転には厳しい処分が！ 
 ○酒酔い運転 
  ・違反点数 35 点 欠格期間 3年の免許取消し（※） ・５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 
 ○酒気帯び運転（呼気中アルコール濃度 0.25mg/ℓ以上） 
  ・違反点数 25 点 欠格期間 2年の免許取消し（※） ・３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 
 ○酒気帯び運転（呼気中アルコール濃度 0.15mg/ℓ以上 0.25mg/ℓ未満） 
  ・違反点数 13 点 免許停止 90 日（※）       ・３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 
   ※前歴及びその他の累積点数がない場合 
◆お酒に強い・弱いに関係なくアルコールによる影響が！ 
 ○脳への影響  ・注意力の低下 ・情報処理能力の低下 ・判断力の低下 
 ○運転への影響 ・発見の遅れ  ・反応の遅れ     ・操作の遅れ 
   死亡事故率 8.7 倍（飲酒なしと比較した場合） 
◆「ハンドルキーパー運動」にご協力ください！ 

自動車で仲間と飲食店などへ行く場合に、お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）を決め、その人
が仲間を自宅まで送り届ける運動です。 

■詳しくは総務課生活安全係まで（℡32-2421）



10 (木) 予防接種（ＢＣＧ・四種混合・ヒブ・肺炎球菌・三種混合・不活化ポリオ)　 # 26 (土) 保育所お遊戯会（９：00～　和寒町保育所）

(14:00～　保健福祉ｾﾝﾀｰ） # おはなし会（14：00～　図書館）

#

11 (金) 北原交流展示館「子ども館児童クラブ作品展」20日まで # 27 (日) 和寒小学校学芸会　（９:00～　和寒小学校）

ティータイム(10:00～　こども館) #

絵本の読み語り（15:30～　こども館） #

12 (土) リサイクルまつり（９:00～　リサイクルセンター） # 28 (月) 児童館遊びリンピック（13:30～　こども館）

高齢者との交流会（10:00～　こども館） # 歌と笑いものまねＢＩＧＳＨＯＷ in和寒

おはなし会（14：00～ 　図書館） # （18:30～　なごみﾎｰﾙ）

13 (日) 第16回わっさむパンプキンフェスティバル2013　 # 29 (火) 折り紙で遊ぼう（15：30～　こども館）

（10:00～　公民館周辺） #

第22回片平杯少年少女交流卓球大会（９：00～　総合体育館） #

14 (月) 第8回和寒町長杯パークゴルフ大会 # 30 (水) 外科午後休診（町立病院）

（８：30～　総合運動公園ＰＧ場） #

#

15 (火) 折り紙で遊ぼう（15：30～　こども館） # 31 (木) 図書整理休館（図書館）

# 北原交流展示館閉館（16:00まで）

# 教育力向上講演会（18:30～　恵み野ホール）

16 (水) 外科午後休診（町立病院） # 11月 蔵書票展（～16日まで　図書館）

# 1 (金) 親子遊び体験（10：00～　こども館）

#

17 (木) 消費生活セミナー（10:00～　恵み野ホール） # 2 (土) おはなし会（14：00～ 　図書館）

　　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。
2013

10月

17 (木) 消費生活セミナ （10:00 　恵み野ホ ル） # 2 (土) おはなし会（14：00  　図書館）

予防接種（ＭＲ・四種混合・ヒブ・肺炎球菌・三種混合・不活化ポリオ)　 #

(14:00～　保健福祉ｾﾝﾀｰ） #

18 (金) おやこっこ教室（10：00～　こども館） # 3 (日) 祝日開館（図書館）

# 和寒町表彰式（11:00～　公民館）

#

19 (土) 町民植樹祭（９:30～　三笠山自然公園東側） # 4 (月)

おはなし会（14：00～　 図書館） #

#

20 (日) リンゴ湯実施（16:30～21:30　保養センター） # 5 (火) がん検診ツアー（７:25～　三和・川西・保健福祉センター）

# 楽笑体操教室（９:30～  保健福祉センター）

# ポコ・ア・ポコ赤ちゃんおはなし会（10：30～　 図書館）

21 (月) 乳児健診（13:00～　こども館） # 6 (水) 内科午後休診（町立病院）

#

#

22 (火) 楽笑体操教室（９:30～  保健福祉センター） # 7 (木) 介護予防講座（９:30～　保健福祉センター）

教育力向上講演会(18:30～　恵み野ホール） #

#

23 (水) 内科午後休診（町立病院） # 8 (金) 乳幼児身体測定(10:00～　こども館)

# 絵本の読み語り（15:30～　こども館）

#

24 (木) 縄跳び記録会（15:30～　こども館） # 9 (土) おはなし会（14：00～　 図書館）

#

#

25 (金) 第51回町民文化祭（作品展示27日まで 恵み野ホール） # 10 (日) 第51回町民文化祭芸能発表会

乳幼児お誕生会（10：30～　こども館） # （12:00～　なごみホール）

絵本の読み語り（15:30～　こども館）
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