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３月 15 日「フレッツ光」サービス提供開始！申込みはお早めに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013.2.20 

NO.113

福祉灯油事業（灯油購入助成）のお知らせ 

１．助成の対象となるかた 

 平成 25 年２月１日現在、和寒町に住所を有し、それ以後においても引き続き居 
住していることが明らかであると認められる世帯であり、平成 24 年度の町民税が 
非課税の世帯で下記の①～④のいずれかに該当する世帯 

 ①高齢者世帯 
   年齢 65 歳以上の単身高齢者世帯及び年齢 65 歳以上で構成される高齢者世帯 

（平成 25 年 3 月 31 日までに満 65 歳に達する世帯を含みます。） 
 ②障がい者世帯 

障がい者が世帯主又は世帯構成員となっている世帯、かつ、その者が同居し 
ている世帯 
①療育手帳所有者 
②身体障害者手帳所有者（等級１級及び２級）  
③精神障害者保健福祉手帳所有者（等級１級、２級） 

③ひとり親世帯 
  母子、父子のかたで 18 歳未満（3月高校卒業まで）の児童を扶養している世帯 
④生活保護世帯 
  生活保護法による保護受給世帯 

 
ただし、いずれかに該当する世帯であっても、同一住所地に親族が居住している場合（同一住居で

世帯分離している世帯、２世帯住宅など）、他の世帯から扶養されている場合及び福祉施設入所世帯
並びに長期入院者は対象から除きます。 
 
２．助 成 額 
  １世帯当たり、灯油購入券 8,000 円分※1を支給します。 

ただし、灯油暖房以外（電気・石炭・薪など）の世帯にあっては 
商品券 8,000 円の交換券※2を支給いたします。 
※1 灯油購入券は、豊和産業、信菱興業、ＪＡ北ひびき和寒給油所、前川石炭販売、和寒農機、 

北部ガスセンターで利用することができます。 
  2 交換券は、商工会またはホクレンショップでそれぞれの商品券と交換して利用することが 

できます。 
 
３．助成方法 
  申請をした後、対象者には決定通知書を送付いたします。 

決定通知書が灯油等の交換券となります。給油時に取扱業者に決定 
通知書をお渡しください。 

 
４．申請に必要なもの 

印鑑、助成対象者であることを証明できる物（療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉
手帳等） 

■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000）

灯油などの燃料費が高騰しているため、生活の一助として冬期暖房に必要な灯

油など燃料費に対して助成を行います。 

助成対象となるかたは、３月 11 日（月）までに保健福祉センターの窓口で申請をし

てください。（代理申請も受付いたします） 

ＮＴＴ東日本「フレッツ光」サービス提供に伴い、光回線が和寒市街地区に
整備され、加入手続きが終了した各家庭との接続工事が現在行われています。 
接続を希望されるかたで、まだ加入手続きを終えられていないかたは、早め

に手続きをされるようお勧めいたします。 
申込みは、ＮＴＴ東日本（0120-116116）または、家電量販店などの販売代理

店で行うことができます。 



- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三笠山大学 平成 25 年度 第 22 期生募集のお知らせ 

三笠山大学は高齢者の集い、出会い、触れあい、学びあいの場として開設されています。 
月１～２回の一般学習（例：町政の動き・交通安全・ほっかいどう学について・介護予防講演会・高齢者

の人権 等）の他、他町村との交流学習・研修旅行・議会傍聴やクラブ活動を通して、学生相互の交流を図
りながら学習を深めています。お気軽にお申し込みください。 

■詳しくは教育委員会社会教育係まで（℡32-2477）

募集要項 
●対  象 おおむね 60 歳以上の男女 
●募集定員 20 名 
●締め切り ３月 22 日（金） 
●学習年限 大学４年間 

（更に進学を希望する場合は、大学院２年間があります。） 
●学 習 日 月に１～２回の登校日（午前 10 時～午後３時） 
●授 業 料 無料（但し、教材費・研修旅費等は学生の負担となります。） 
●入 学 式 ４月下旬予定  
※入学申込書は教育委員会にて用意しています。 

平成 25 年度 放課後児童健全育成事業の利用受付について 

 子育て支援センター「こども館｣内で実施しています、放課後児童健全育成事業（学童保育）の平成 25
年度利用受付を行いますので、利用を希望されるかたはお申し込みください。 

●対象児童   町内小学校の児童で、放課後帰宅しても保護者が就労などにより家
庭を留守にするため、保護・指導が受けられないことを常態として
いる１年～３年生（必要なかたは、高学年の児童も受け入れます） 

●受付期間   ３月４日（月）～３月 15 日（金） 
●受付場所  ・保健福祉センター 福祉係    

・子育て支援センター「こども館」 
 

※現在、放課後児童健全育成事業を利用している児童が、引き続き利用するために
は新たに手続きが必要です。 

※年度の途中でも随時受付しますので、ご利用ください。 

■詳しくは子育て支援センター「こども館」（℡32－3125）
または保健福祉センターまで（℡32－2000）

和寒町奨学資金貸付制度について 

■詳しくは教育委員会学校教育係まで（℡32-2477） 

町では、経済的理由などにより修学困難な生徒や学生を対象に、無利子で資金を貸与する奨学資金貸付制
度を実施しています。利用を希望されるかたは教育委員会学校教育係までご連絡ください。 

●対 象 者  和寒町に住所を有するかたの子で、高校、専修学校、短大、専門学校、
大学に在籍する生徒・学生 

●貸 与 額  高等学校生徒・専修生    月額 10,000 円 
       短大またはこれに準ずる学生 月額 20,000 円 
       大学生           月額 30,000 円 
       ※更に貸与を必要と認める場合にあっては１万円以内の範囲で貸与する

ことができます。 
●償還期間  高等学校生徒及び短大またはこれに準ずる学生 5 年以内 
       専修生                   2 年以内 
       大学生                   7 年以内 
       ※償還は最終学年卒業後、1年据え置くことができます。 
●申込期間   ３月 25 日（月） 
             ※年度の途中でも随時受付しますので、ご利用ください。 
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子育て講演会のご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「子どもが言うことを聞かない」「どう接したらいいの？」など子育ての悩みは誰にでもあるもの。ちょ
っとした方法を学ぶことで子どもとの関わりを良い方向に変えられるかも……。 
そんな「前向き子育て」のお話を聞いてみませんか？ 

■詳しくは子育て支援センター「こども館」まで（℡32-3125） 

●演 題  子育てに自信がもてる『前向き子育て』のお話 
●講 師  札幌医科大学保健医療学部看護学科 准教授 澤田 いずみ 氏 
●日 時  ３月７日（木）午前 10 時 30 分～正午 
●場 所  子育て支援センター「こども館」 
●参加費  無料 
※託児をいたしますので、託児希望のかたは子育て支援センターこども館まで 
申し込みください。 

町では継続した糖尿病の学習による病状のコントロールや、参加者同士の情報交換の場として糖尿病教
室を行っています。みなさんで情報交換をしながらテーマにそって進めていきますので、初めてのかたや
しばらくお休みされていたかたも、お気軽にお越しください。 

糖尿病教室のお知らせ 

●テーマ 「 動脈
どうみゃく

硬化
こ う か

と合併症 」 

●対 象 ・糖尿病と診断を受けたかた 
     ・糖尿病予備群と言われているかた 
     ・そのご家族のかた 
●日 時  ３月６日（水）午後１時 30 分～午後３時 
●場 所  保健福祉センター（１階多目的ホール） 
●持ち物  糖尿病手帳（または血液検査の結果がわかるもの） 

筆記用具、電卓 
（教室に参加したことがあるかたは、過去の資料もご持参ください） 

■詳しくは保健福祉課保健係まで（℡32-2000） 

家庭教育推進事業「ワットサムフェスタ」のお知らせ 

 公民館では、子どもの読書やスポーツに関する知的好奇心を高めること、もの作りを通して想像力や、豊
かな感性を身に付けてもらうこと、さらに、子育てをしている親に子どもの生活リズム・早ね早おき朝ごは
んの重要性を認識してもらうことを目的にワットサムフェスタを開催します。 

ぜひご家族お揃いでご参加ください。 

■詳しくは教育委員会社会教育係まで（℡32-2477）

○「早ね早おき朝ごはんＱ＆Ａコーナー」 
  来場者に早ね早おき朝ごはんクイズを出題します。 

全問正解者には作って遊べる記念品をプレゼント！ 
 
○読書ブース「絵本に触れよう！読書コーナー」 
  絵本の読み聞かせや本の紹介をします。 
 
○創作ブース「もの作りにチャレンジ！創作コーナー」 
  上手にできるかな？車を作ってゴムの力で走らせよう。 
  難しければおうちの人と一緒に作ろう！ 

※先着 100 名までとさせていただきます。 
 
○運動ブース「昔の遊び体験コーナー」 

竹馬・ビー玉遊び・めんこ・おはじきなど、 
身体や頭をつかってみんなで遊ぼう。 

●日 時 ３月９日（土） 
    午前９時 30 分～正午 

●場 所 公民館「恵み野ホール」 
●参加料 無 料 

創作ブースでは 
こんな車を作るよ  



平成２４年度恵み野ホール自主企画事業平成２４年度恵み野ホール自主企画事業平成２４年度恵み野ホール自主企画事業平成２４年度恵み野ホール自主企画事業

　　主催：和寒町芸術文化公演会実行委員会　　主催：和寒町芸術文化公演会実行委員会　　主催：和寒町芸術文化公演会実行委員会　　主催：和寒町芸術文化公演会実行委員会

　　後援：ＷＡＳＳＡＭＵ日ハム会　　後援：ＷＡＳＳＡＭＵ日ハム会　　後援：ＷＡＳＳＡＭＵ日ハム会　　後援：ＷＡＳＳＡＭＵ日ハム会

　　協力：和寒町商工会青年部　北ひびき農協青年部和寒支部　　協力：和寒町商工会青年部　北ひびき農協青年部和寒支部　　協力：和寒町商工会青年部　北ひびき農協青年部和寒支部　　協力：和寒町商工会青年部　北ひびき農協青年部和寒支部

■プロフィール

大阪・阪南高校から１９９０年にドラフト２位で日本ハムファイ

ターズ（現北海道日本ハムファイターズ）に入団。ポジションは投手。

背番号は１８。９９年から２年連続２ケタ勝利を挙げ人気・実力とも

チームのエースとして活躍。

その明るいキャラクターで、通称「ガンちゃん」として多くのファ

ンから愛され、ヒーローインタビューでは「まいどっ！」のあいさつ

でファンを沸かせた。

２００５年シーズンいっぱいでファイターズを退団。０６年より、

野球解説者・スポーツコメンテーターとして、テレビ・ラジオなどで

活躍中。また、執筆活動や全国での少年野球教室、マスターズリーグ

「札幌アンビシャス」の参戦など、幅広い活動で忙しい日々を送る。

■現在の活動

◆HTBテレビ 野球解説

◆HTBテレビ 「ＦＦＦＦＦ」

◆HTBテレビ 「イチオシ！モーニング」（毎週月曜）

◆HBCテレビ 「グッチーの今日ドキッ！」

◆読売テレビ 「情報ライブ！ミヤネ屋」

◆HBCラジオ 「世界一面白いプロ野球の番組」（毎週日曜）
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