
- 1 - 

人形劇「こぶとりじいさん」 

力作ぞろい！ パッチワーク作品展 

“スポーツの秋” スポーツチャレンジデー・町民ロードレース大会 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【ロードレース】 

幼児(親子)から一般まで、ベストタイム

を目指せ！（午前９時～） 

①親子500ｍ 

②小1、2男女1,000ｍ 

③小3、4男女1,500ｍ 

④小5、6男女2,000ｍ 

⑤中学以上男子3,500ｍ 

⑥中学以上女子 2,000ｍ 

【スポーツチャレンジ】 

○スポーツ体験（午前９時～正午） 

トランポリンや卓球などいろいろな種目を体験！

種目の体験シールを集めて景品をゲットするスタン

プラリー開催！ 

○チャンピオンシップ（午前10時30分頃～正午） 

立ち幅とび、反復おはじきなど、キミはベスト記

録をぬり替えられるか？！ 

2013.9.20 

NO.127

図書館で劇団バクによる人形劇（マスクプレイ・オペレッタ）
「こぶとりじいさん」を開催します。等身大の人形が歌い踊る迫
力いっぱいの舞台です。 
ご家族みんなで楽しめる劇となっていますので、みなさんのご

来館をお待ちしています。 

●日 時 ９月 28 日（土）午前 10 時から 
●場 所 図書館視聴覚室 

■詳しくは図書館まで（℡32-4646） 

図書館で「パッチワーク教室 吉田」（主宰 吉田敦子さん）のみなさんによる
『パッチワーク作品展』を開催します。今回で３回目となる作品展です。コツコツ
と楽しみながら制作した色々な技法の作品を展示します。お気軽にお立ち寄りくだ
さい。 

●日 時 10 月３日（木）～10 日（木） ［７日（月）は休館日］ 
午前 10 時～午後６時 （※最終日は午後３時まで） 

●場 所 図書館ロビー 
●主 催 パッチワーク教室 吉田 
●後 援 文部科学省設立許可（公益法人）日本手芸普及協会 

■詳しくは図書館まで（℡32-4646）

●日 時  10月６日（日） 

       開会式  午前８時45分  

       競技時間 午前９時～正午 

●場 所  総合運動広場周辺（ロードレース）、 

総合体育館（スポーツチャレンジ） 

●申し込み  ９月 27 日（金）までに教育委員会までお申し込み

ください。 

■詳しくは教育委員会スポーツ振興係まで（℡32-2477） 

【お茶会】 

●場 所 片栗庵（入場無料） 

●時 間 午前10時～12時30分頃 

おいしいお茶と和菓子で 

くつろぎの時間はいかがですか… 

【自治会対抗パークゴルフ大会】 

●場 所 総合運動広場パークゴルフ場 

●時 間 開会式   午前８時45分 

競技開始 午前９時～ 

※問合せ先：総合体育館（℡32-4470） 
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スポーツの町宣言 30 周年記念 第８回和寒町長杯パークゴルフ大会 

使えるものは有効活用 リサイクルまつり  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●日  時  10 月 14 日（月） 

       受付 午前８時～ 

       開会式終了後 随時スタート 

●場  所  総合運動広場パークゴルフ場 

●参 加 料  一人 500 円（コース利用料 200 円は各自負担） 

●参加資格  町内在住のかた 

第８回和寒町長杯パークゴルフ大会を下記のとおり開催します。皆さまのご参加お待ちしています。

参加希望のかたは、10 月７日（月）までに参加料を添えて総合体育館（℡32-4470）またはパークゴルフ協
会会長乾和明宅（℡32-2710）、事務局長佐々木昭三宅（℡32-3760）までお申し込みください。 

■詳しくは和寒町パークゴルフ協会事務局 佐々木まで（℡32-3760）

●日 時 10 月 12 日（土）午前９時～ 
●場 所 リサイクルセンター（東丘） 
 
 ①友愛セール            午前９時～午前 11 時 
 ②フリーマーケット・廃油石鹸販売  午前９時～ 
 ③コーヒー牛乳無料サービス     午前９時～ 
 ④エコロジー商品抽選会       午前10時～ 
   この他にも多数の催しを用意しています。 

まだまだ使える家具などの遊休品を希望者にお譲りします。 
希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。 
  遊休品展示 午前９時～午前 10 時 30 分 
  遊休品引渡 午前10時 30 分～午前 11 時 
   

 
「リサイクルまつり」フリーマーケットを出展しませんか？ 
 家にある“いらなくなった・あまっている”遊休品を必要なかたに販売し、資源の再利用を進めましょ
う。 
 ご家族や友人、職場など個人でも団体でもかまいません。出店希望またはお問い合わせは役場住民課環
境衛生係までお気軽にご連絡ください。 
 ※準備の都合上 10 月 10 日（木）までにご連絡お願いします。 

  
 家にある“使えるけど、いらなくなった・あまっている”遊休品をお譲りいただけないでしょうか？
「リサイクルまつり」で必要なかたにお譲りし、資源の有効活用を図りましょう。 
 
●募集しているもの  
 家具・健康器具・楽器・子どものおもちゃ・衣類・食器・寝具 
 家電（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコン以外の電化製品）など 
●募集期間  10 月 10 日（木）まで 
●連 絡 先  役場住民課環境衛生係 
●そ の 他  お譲りいただけるものがあればご遠慮なくご連絡ください。 
       引き取りに伺います。 

◆遊休品引渡・展示 

フリーマーケット出展者募集 

遊休品募集 

遊休品の再利用など資源の有効活用を推進するため、“クリーンタウンわっさむ”が毎年実施しています
「リサイクルまつり」を下記のとおり開催します。 
ご家族やご近所の皆さんお誘い合せのうえ、お越しください。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422）

ご来場の際には買い物袋などを持参
ください。 
遊休品の持ち帰りは各自でお願いし
ます。
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旭川和寒会交流会に参加しませんか 

第 51 回町民文化祭 作品展示・芸能発表の参加者募集 

火事・救急・救助は 119 番へ！ 

みんなの手で森をつくろう！ 町民植樹祭  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■詳しくは総務課まちづくり推進係まで（℡32-2421）

旭川市近郊に住まわれている本町出身のかたで構成されている旭川和寒会（朝日文雄 会長）の総会にあ
わせて、交流会が開催されます。わっさむふるさと交流委員会（伊藤昭宣 会長）では、参加者を募集しま
すので希望されるかたは、役場総務課まちづくり推進係へ 10 月４日（金）までにお申し込みください。 

●開催日時 10 月 23 日（水） 午後６時 30 分 
       （バスを運行いたします。出発は役場前午後５時です。） 
●開催場所 花月会館（旭川市） 
●参 加 料 3,000 円 
●定  員 15 名 
●そ の 他 酒宴の席となりますので 成人のかたに限らせていただきます。 

 第 51 回町民文化祭が 10 月 25 日～11 月 10 日の日程でおこなわれます。10 月 25 日から 27 日までの期間

で作品展示、11 月 10 日に芸能発表をおこないますので、ぜひこの機会に出展・出演してみませんか。 

あなたの趣味をこの機会に展示してみませんか。写真
や絵画、短歌などジャンルは問いません。 
 

●作品展示 10 月 25 日（金）～27 日（日）まで 
●展示場所 公民館恵み野ホール 
●受付期間 展示を希望されるかたは 10 月 18 日（金）

     までに公民館までお申し込みください。 
※サークルに加入されているかたはそれぞれの代表者ま
でお申し込み願います。 

■詳しくは公民館まで（℡32-2477） 

一般作品募集 

みなさんの日頃の練習の成果を発表してみません
か。歌やダンス等、様々な出し物をお待ちしていま
す。 
 

●芸能発表 11 月 10 日（日） 
●場  所 公民館恵み野ホール 
●時  間 正午～午後５時まで 
●受付期間 出演を希望されるかたは 10 月８日（火）

    までに公民館までお申し込みください。

芸能発表一般参加者募集 

火災や交通事故、倒れている人を発見した場合は、必ず 119 番に通報してください。
その他、消防への問い合わせなどは、消防署和寒支署（℡32-2119）に電話をかけてく
ださい。 
 
11 月から消防通信の一元化により 119 番通報は士別高機能消防指令センターで受信する
ことになります。 

■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119） 

本町の豊かな自然を守り、環境を大切にする取り組みとして毎年実施している「町民植樹祭」を下記のと
おり開催します。 
ご家族やご近所の皆さまをお誘いのうえ、たくさんのかたがたのご参加をお待ちしています。 

●日 時  10 月 19 日（土）午前９時 30 分～２時間程度 
     （バスを運行しますのでご利用のかたは、９時 20 分までに町民センター

玄関前に集合願います。） 
●場 所  三笠山自然公園東側（旧わっさむサーキット内） 
●内  容  エゾヤマザクラやヤマモミジなど、50 本の苗木を植樹します。 
●持ち物  防寒具、雨具など（軍手・スコップなどは用意します） 
●申込み  10 月 11 日（金）までに役場産業振興課畜産林政係まで申込み願います。 

■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423） 
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夕暮れ時の交通事故防止 ～反射材 つけて輝く 身の用心～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○夜光反射材の積極的な活用を！ 
  夜、車のライトが見えても、ドライバーからあなたの姿が見えているとは限りません。次のことに注意
して交通事故に遭わないよう気をつけましょう。 
 ・夜間外出するときは、持ち物や身体に夜光反射材をつけ、目立つような格好をしましょう。 
 ・自転車を利用する場合、夜間は必ずライトを点灯し、夜光反射材を取り付けましょう。 
 ・外出する際は、できるだけ明るい服装にしましょう。 
 
○道路を横断する際は、信号機や横断歩道などの利用を！ 
 ・近くに信号機や横断歩道が設置されている交差点があれば、遠回りでもその交差点を渡りましょう。 
 ・押しボタン式信号機は必ずボタンを押し、青に変わってから横断しましょう。 
 
○歩行者に優しい運転を！ 
  高齢歩行者が被害者となる事故の多くは、道路を横断する際に発生しています。次のことに注意し、交
通事故を防ぎましょう。 

 ・高齢者は、黒色などの暗い色の服装が多く、夜間は発見が難しい場合があるので、速度を落とし、歩行
者や自転車の有無を確認しましょう。 

 ・高齢歩行者などは、「車からは見えているだろう。止まってくれるだろう。」と思い込み、車が接近し
ていても、道路を横断することがあります。不意の行動に対処できるように、スピードダウンを心がけ
ましょう。 

第 41 回 上川北部精神保健大会 

●日時  10 月４日（金） 
     午後１時 30 分～午後４時 30 分 
●場所  名寄市総合福祉センター １階 多目的ホール 
●演題  自殺予防ゲートキーパー研修 
     ～かけがえのない命を守るためにわたしたちができること～ 
●講師  名寄市立大学 保健福祉部 看護学科 
            精神看護 講師 長谷川博亮 氏  
※出席を希望されるかたは、９月 27 日（金）までに FAX または電話でお申し込みくださ
い。当日参加も受け付けています。 
 

ゲートキーパーとは直訳すると「門番」ですが、悩みを抱えている人に気づき、声をかけ、話
を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

■詳しくは上川北部精神保健協会事務局（名寄保健所）まで 
（℡01654-3－3121、FAX01654-3-3224） 

 10 月 21 日（月）から 10 月 27 日（日）は、総務省の定める行政相談週間です。町では、特設行政相談
所を下記のとおり開設しますので、ご利用をお待ちしています。

●日  時  10 月８日（火） 午後１時～午後３時 
●場  所  保健福祉センター１階 相談室 
●相 談 員  和寒町担当行政相談員 海老原 淨 

※人権擁護委員・民生児童委員・町職員も駐在します。 

みんなの声が暮らしをかえる 行政相談 

■詳しくは総務課庶務係まで（℡32-2421）

日頃の悩みを相談してみませんか？ 無料法律相談所 

 本年度も道内で弁護士が不在の市町村では、一斉無料法律相談が実施されています。借金、離婚、相
続・遺言、交通事故、不動産、消費者問題など、弁護士と直接会って日頃の悩みを相談してみませんか。 
 町では、下記のとおり開催しますので、ご利用をお待ちしています。 

●日  時  10 月９日（水） 午後１時～午後４時 
●場  所  町民センター２階 住民相談室 
●申し込み  事前に役場総務課庶務係（℡32-2421）に電話等で申し込み願います。 

（当日申し込み可能） 
●主  催  北海道弁護士会連合会  

（℡：011-281-2428 HP：http://www.dobenren.org/） 

■詳しくは総務課庶務係まで（℡32-2421）


