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主な内容

２Ｐ　Winter Sports 和寒っ子が全国で大健闘

３Ｐ 「元祖越冬キャベツの里」

　　　第30回わっさむ極寒フェスティバル

６Ｐ　次年度に生きる学校評価を

鬼は外　福は内！
　2月1日（金）子ども館で豆まき



南雲啓一さん(東町）高齢者叙勲　旭日単光章を受章

農 業 振 興 に 尽 力
　元町議会議員の南雲啓一氏（88歳）の旭日単光章

伝達式が２月５日(火)に役場で行われました。

　南雲さんは、昭和54年に48歳で議員初当選し、３

期12年にわたり議員を務められました。在職期間中

は総務社会文教常任委員長として総合体育館の建設

やＢ＆Ｇ海洋センタープールなどの体育施設整備、

農産加工センターの建設など農業振興に尽力されま

した。また、農業委員、情報公開・個人情報審査会

会長としても町政に寄与されてきました。

　今回の受章について南雲さんは「議員時代は町の基幹産業である農業が少しでも楽になるよう力を

尽くした。議員を務められたのは家族の協力があってこそ。」と感謝の気持ちを述べられていました。

Winter Sports
和寒っ子が全国で大健闘!!

●第56回全国中学スキー大会アルペン競技

（新潟県２月４日～７日）

 ・女 子 ス ラ ロ ー ム　前鼻　凛
り

愛
ら

（中２）第２位

 ・女子ジャイアントスラローム　前鼻　凛
り

愛
ら

（中２）第７位

　　　　　　　　　　　朝日美
み い な

依奈（中２）途中棄権

●第39回全国中学スケート大会スピード競技

（長野県２月２日～５日）

 ・女子　500ｍ　藤井　望
も

恵
え

（中３）第21位（決勝進出）

 ・女子1,000ｍ　藤井　望
も

恵
え

（中３）第41位

●第68回全国高等学校スキー大会クロスカントリー

（秋田県２月７日～２月１２日）

 ・男子10kmフ　リ　ー　村上　伊
い ぶ き

吹（旭農３年）第８位

 ・男子10kmクラシカル　村上　伊
い ぶ き

吹（旭農３年）第14位

 昨年の悔しさを忘れず　大舞台で活躍

　女子スラロームで第２位に輝いた前鼻選手。昨年、中学１年で全道

大会11位も順位繰上により全国大会に出場しましたが、27位と不本意

な成績でした。その後、札幌の強豪チームに参加し、上位のライバル

選手たちと練習。切磋琢磨して急激に実力をつけてきました。今シー

ズンは同級生の朝日選手とともにアメリカデンバーで約３週間にわた

る合宿に参加し、トレーニングを積んできました。

　そして今回、女子スラロームの全道チャンピオンとして臨んだ全国

大会。１本目２位の好位につけ優勝をねらった２本目ではありました

が逆転することはできませんでした。中学２年生の前鼻さんには来年

もチャンスがあります。「２冠」をめざし今後も練習に励まれること

でしょう。来年に期待です！

上川総合振興局 今井副局長から
叙勲が伝達されました

２月１８日(月)奥山町長に大会結果を報告した
藤井さん(左)、朝日さん(中央)、前鼻さん(右)

力強いスケーティングで
入賞を果たした村上選手



　２月３日（日）、三笠山ふれあいのもりで極寒フェスティバルが開催されました。今年は晴天に恵

まれ、町内外から多くの来場者で賑わいました。

　第１回から続いている「アウトコーリング」や、「アイスガリガリくん早喰い競争」「千切り越冬

キャベツ早喰い競争」「ニアピンコンテスト」「スノーラフティング」「ジャンボすべり台」「決

定！極寒カラオケ王」と多くのアトラクションが用意され、来場者は冬の１日を楽しんでいました。

　恒例のもちまきと大抽選会では、会場のあちこちから悲鳴と歓声が上がり、大盛況となりました。

力作ぞろいの

雪像

和寒産キャベツを使った

イベントフード

冬を楽しみました！

アトラクション

キャベツと言えばお好み焼き！

本州では、お好み焼きには

「おたふくソース」！

今年は、おたふくソース㈱の

ブースでおいしいお好み焼きが

販売されました

（札幌自由が丘学園三和高校）

アンパンマン

（建和会）

機関車トーマス

（札幌自由が丘学園三和高校）

ミニオン

ポムポムプリン

（役場同交会）

くまのプーさん

あんかけ焼きそば

地獄鍋 コロッケ

『元祖越冬キャベツの里』
第30回わっさむ極寒フェスティバル

（札幌自由が丘学園三和高校）
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こんにちは　農業委員会です！
○第２回　農業委員会総会の会議結果は下記のとおりです

　日時・場所　２月20日（水）午後１時30分　

　　　　　　　役場第２会議室

　出 席 委 員　13名

　議　　　件　１．農地所有適格法人報告　12件

　　　　　　　２．農用地賃貸借の解除　　１件

　　　　　　　３．農用地の賃貸借　　　　２件　
お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

第18回全町レディースミニバレーボール大会
　２月10日（日）、和寒町ミニバレー協会（眞鍋紘一会長）主催のミニバレー大会が総合体育館で開

催され、参加チームは汗を流し交流をしました。昼食には協会から提供された豚汁を食べてお腹も満

たされたようです。結果は次のとおりです。 （敬称略）

優　勝 準優勝 3位

ミドルの部
エビ天丼 チーム♥マイマイ チームS子

細田圭子、佐藤香苗

和久美希子、近藤弘美

牧久美子、保土沢麻衣

長田小百合、田住美樹

今北真由美、窪田節子　

村岡美穂、瀬戸加奈子

シニアの部

がんばローズ バトル　シックス 青い風船
本舘美智子、沢井広子

稲安　恵、山口小百合

十川富久美、丹　弘子

三浦　光恵、大東美笑子

小野田ちいみ

塚崎政子、竹本良子

小松和子、吉田敦子

朝日久美子、小野ヒロ子

ゴール前でスパート 優勝した渡邊璃々さん（左から２番目）

第40回全道ジュニアクロスカントリー和寒大会

　１月 26 日（土）、和寒東山スキー場クロスカントリーコース

で、和寒町スキー協会主催の第 40 回全道ジュニアクロスカン

トリー和寒大会が開催されました。全道から約 230 名の小中学

生が参加し、晴天の中、優勝目指して一生懸命走っていました。

和寒の子どもたちは、小学２年女子で渡邊璃
り り

々さんが優勝、和

久柚
ゆ ず は

葉さんが３位に、小学２年男子で中道大
だ い き

樹さんが準優勝

に、小学３年男子で和久玄
はるか

さんが準優勝に、小学５年女子で塚

崎陽
ひ な

菜さんが３位に輝くなど、好成績を収めました。 リレーで力走する和寒中

※大会結果は和寒スキー協会の

ホームページ（下ＱＲコード）

 http://ski.wassamu.net/ に

掲載されています。
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㈱近藤組 森林資源循環の取り組みが評価
　(株)近藤組　近藤俊人代表取締役社長と(株)H＆M

沼田浩二事業係長が、2月13日(水)北海道新分野進

出優良建設企業表彰の受賞報告のため役場を訪れま

した。

　同社は林業会社の「H＆M」を平成15年に設立し、

造林、伐採業、森林の測量調査などを行っていて、

今回の表彰は経営資源の有効活用と雇用創出効果、

地域への貢献性が認められたものです。

■お問い合わせ：自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所　TEL 01654-2-3921　役場総務課 TEL 32-2421

受験種別 応 募 資 格 受付期間 試験日（会場）

予備自衛官補（一般）
18歳以上33歳以下
（2019年７月１日現在）

受付中～４月12日（金） 旭　川　市

予備自衛官補（技能）
18歳以上～54歳以下の各項目
の資格等を有する者
（2019年７月１日現在）

自衛官等募集

国家公務員採用試験

■お問い合わせ：人事院北海道事務局第二課試験係　TEL 011-241-1248

受験種別 応募資格 受付期間 インターネット申込

総合職 院卒者・大卒程度 ３月29日（金）～４月８日（月）
http://www.jinji-shiken.

go.jp/juken.html
一般職 大卒程度 ４月５日（金）～４月17日（水）

一般職 高卒者・社会人 ６月17日（月）～６月26日（水）

道国保連から２委員が表彰
　町民の健康増進と、国保事業の安定的な運営に貢

献された功績が認められ、西町　五十嵐英次さん

（写真左）と北原　和久充さん（写真右）が「北海

道国民健康保険団体連合会表彰」を受賞、２月12日

（火）に奥山町長から伝達されました。

　五十嵐さんは、平成17年２月より国保保険医とし

て、和久さんは平成17年５月より被保険者代表とし

て和寒町国保運営協議会委員を務められ、現在も国

保事業の普及に努めるとともに、関係議論に積極的

に参加されています。
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　１月22日（火）に、第３回の「和寒町学校運営協議会」が開催されました。協議内容は、小中学校

における“学校評価”に係わる検討です。前回の会議で示されたわつとさむになぞらえた評価項目に

基づく学校評価（教職員評価、保護者評価、児童・生徒評価）を点数化し、「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」に評定に

基づくその妥当性を協議しました。評価の殆どが「Ａ」評価でしたが、中には「Ｂ」「Ｃ」の評価も

ありました。詳しくは、和寒町のＨＰに掲載されていますのでご覧ください。

　全体会では委員より「和寒においていじめがあるのか。」という質問がありました。それに対して「い
じめはないが、いつでも起こり得る、“ある”というスタンスで取り組んでいる。」という返答があり

ました。

　そして、いじめが原因で母娘が無理心中を図ると

いう痛ましい事件が新聞等で報道された折り、保護

者としての胸の裂ける思いが交わされ、「そのよう

な場合、和寒ではどのように対応するのか。」の質

問に対し「学校での窓口は担任になるが、担任一人
で抱え込まずチームで解決していく。ただ、問題は
複雑化しているので学校単独での解決は難しくなっ
ている。家庭や地域との連携した解決が求めれる。」
ということで、協議会としても一枚岩となって取り

組むことを確認しました。

　さらに、「ボランティア、ステッカー等の進

捗状況について」質問があり、コーディネーター

より「図書館整備のボランティアは２名登録い

ただいた。その他のボランティアについては、

現在登録しなおしている状態。４月から活動が

できるようにしていきたい。

　子ども１１０番のステッカーは、予算と照ら

し合わせながら作成していく。」という返答が

あり、早急に体制整備と活動の開始を望む声が

上がっていました。

★協議会における「熟議」は協議会の生命線★
　学校教育を少しでも実りのある内容にしたい、そんな思いで委員の皆さんは協議を進めています。

学校への願いや思い、あるいは意見が届けられたなら学校を支える裾野が広がります。これこそ、“地

域とともにある学校”づくりです。

次年度に生きる学校評価を

〈訂正のお詫び〉
　前号の広報紙、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果で、誤りがありましたので訂正し、
お詫びいたします。　
　　和小男子ソフトボール投げ　(誤)40.38ｍ⇒（正）25.38ｍ

広報わっさむ　平成31年３月号　梢6



三角山放送局は札幌市西区から発信のＦＭラジオの放送局。
「月刊わっさむ」は、毎月第４火曜日午後２時から30分間の放送で、イベント情報や特産品情報
など、町民の方などが出演し発信している和寒町の番組です。

【放送を聴くには…】

次回の放送は…　3月 26日（火）、4月 23日（火）、5月 28日（火）いずれも午後 2時から

「三角山放送局」でホームページを検索いただくか、スマホなどは、無料アプリ「Listen Radio」などを使

うと便利です。過去の放送は和寒図書館にＣＤで保管しております。札幌市内（西区辺地域）で聴くには、

周波数 FM76.2MHz です。ぜひ聴いてみてください。

札幌三角山放送局　FM76.2MHz

　11月の放送は、“地域おこし協力隊として感じてきた魅力”

「地域おこし協力隊として、カヌーの指導員や札幌で和寒町をＰ

Ｒするイベントの準備や企画などに携わってきました。また、学

生時代にやっていたスキーにも携わることも出来て、とても充実

した１年６ヶ月になっています。」沖縄から北海道の和寒町で生

活してどうですかという質問に対し「沖縄出身の私にとってみれ

ば、雪はすごく魅力的に感じますし、四季折々の風景や自然を感

じることができて、来て良かったと思っています。」と和寒町の

魅力をＰＲしました。

■11月27日　第92回の出演は…　和寒町地域おこし協力隊　隊員　金城　芳樹さん

■1月22日　第94回の出演は…　和寒町観光協会　理事　企画委員　佐藤　伸二さん

　１月の放送は、２月３日に開催した“第30回わっさむ極寒フェ

スティバル”

　「極寒フェスティバルは、食べ物ブースがあり、焼き鳥やつく

ね、和寒ジンギスカン、和寒名物の地獄鍋など美味しい食べ物が

いっぱいです。」イベントの内容はという質問には、「カラオケ

大会、ガリガリ君の早喰い、千切り越冬キャベツの早喰い、最後

には大抽選会など、盛りだくさんで１日中楽しむ事ができます。

ぜひ、ご参加ください。」と参加を呼びかけました。

　極寒フェスティバル、大盛り上がりでしたね。

■12月25日　第93回の出演は…和寒町教育委員会 スポーツ振興係　三好　圭輔係長と
 和寒町体育協会　事務員　細野　雄太さんの２名で出演
　12月の放送は“和寒東山スキー場”

　「東山スキー場の雪質は、パウダースノーで、初級者から上級

者まで楽しめるコースがあります。リフト券はどれも安いのです

が、特に、ナイター券は、大人500円で乗り放題ととてもおすす

めです。」スキー大会について聞かれると、「町民向けの町民ス

キー大会では、アルペンやクロスカントリー競技のほかにも、皆

さんで楽しめるよう、レクリエーションとして、宝探しゲームや

そりを使ったゲームもあり、毎年、盛り上がっています。」と和

寒東山スキー場の来場を呼びかけました。

「月刊わっさむ」毎月元気に放送中！
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寒さなんてへっちゃら！

子育て支援センターこども館で小学生を対象に

「雪中レクレーション」を開催し、子ども達は元

気に本格的な雪合戦や宝ひろいを楽しみました。

開催にあたり、雪合戦玉よけ用のコンパネを㈱橘

組から貸与いただき、士別地区更生保護女性会和

寒分区からはお菓子とジュースのほか、昼食には

熱々の豚汁が振る舞われ、参加した子どもたちは

身体も心も温かくなりました。

全道ベスト８で強化選手に

昨年の５月20日（日）に江別市で開催された小

学生学年別柔道大会の５年全重量級に出場した梅

本仁くん（和小５年）が、ベスト８の成績をおさ

め、全国少年競技育成事業強化選手として札幌市

で開催された強化合宿に参加しました。梅本君

は、今後も和寒の道場に通い、日々体と心を鍛え

ていきます。

お母さん　スキー乗れたよ

和寒東山ジュニアスキー教室（教育委員会主

催）を１月12～13日に開催しました。参加した保

育所年長児と小学１年生25名は、はじめは怖がっ

ている子もいましたが、スキー協会指導員の安全

で丁寧な指導によりあっという間に上達。終了後

にはお母さんに「スキーが滑れるようになってう

れしい。」と喜んで報告する姿が見られました。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

地元食材　おいしい！

和寒小学校で、ふるさと給食試食会が行われま

した。昨年、北ひびき農業協同組合より町へ学校

給食に寄贈していただいた食材を使用し、士別市

学校給食センターの協力により、給食を提供して

いただきました。

今回の試食会をとおしてあらためて地域で収穫

された地場産物の豊富さを知ってもらう良い機会

となりました。

1/28
(月)

1/10
(木)

1/12 ～14
(土～月)

1/12 ～13
(土～日)
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軒下の除雪で安全確保

㈱廣野組（旭川市）が地域貢献活動として、保

育所の南側軒下の除雪作業を行いました。同社に

よる除雪作業は昨年に引き続き２回目。「わんぱ

く広場」の人工芝などを傷めないようスコップで

丁寧に除雪していただきました。作業終了後は、

保育室に明るい陽射しが入るようになり、子ども

達も喜んでいました。

2/2
(土)

冬ならではの運動をしませんか？

和寒町体育協会主催の「スノーシュハイキン

グ」が、１月から毎週１回開催されています。か

んじきの様な道具を装着し、新雪の中を歩行する

ため、通常のウォーキングより負荷が大きく少し

の時間でも運動効果が高いです。３月には夫婦岩

へのハイキングを予定されています。興味のある

方は、ぜひ参加してみてください。

2/13
(水)

冬も地域で交通安全

三和・菊野自治会で「第26回三和しばれぶっと

ばせフェスティバル＆冬の交通安全スポーツの集

い」が開催されました。

イベントの開会にあたり、「交通安全宣言」を

約60名が一斉に読み上げ、交通安全への気持ちを

新たにしました。

集まった自治会員は、つきたてのお餅や豚汁、

甘酒などで体を温めながら軽スポーツで交流を深

め、冬の１日を楽しんでいました。

2/10
(日)

よくわかる！発達障がい理解のヒント

発達障がいを知り、理解するための講演会を保
健福祉センターにおいて開催しました。
この講演会は町が主催したもので、講師に北海

道発達障害者支援道北地域センターきたのまちの
髙野祐子コーディネーターを招き、特に大人の発
達障がいの特性や関わり方についてお話ししてい
ただきました。
発達障がいは周りにいる人や環境によって変化

するというお話しを聞き、参加された約70名の来
場者は真剣に耳を傾け、発達障がいへの理解を深
めていました。

1/31
(木)
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■お問い合わせ：住民課お客さま窓口係　TEL32-2500

年 金 あ れ こ れ ～こんなときには国民年金の届出を～

国民年金の加入と保険料の納付はお忘れなく

　国民年金は、国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、保険料を納める制度です。

職業などにより３種類に分類され、加入方法や納付方法が異なります

種　別 納付方法

第１号被保険者 自営業や学生など ご自身で納付します。

（加入手続き後、納付書が郵送されます）

第２号被保険者 会社員（厚生年金）、公務員（共済組合）の

加入者

勤務先が納付します。

（給料から差し引かれます）

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養されている配偶者 ご自身での納付は不要です。

（配偶者が加入する制度が負担します）

※第１号被保険者の方で国民年金保険料が困難な場合は、免除申請ができます。

　次のようなときは手続きが必要です。

届出が必要なとき 異動の内容 手続きに必要なもの

●20歳になった

（�厚生年金加入者、またはその配偶

者に扶養されている方を除く）

第１号被保険者 印鑑

●�厚生年金加入者が会社等を退職

した

第２号被保険者→第１号被保険者

（第３号被保険者に該当する場合

を除く）

印鑑、年金手帳、退職日のわかる

書類（資格喪失証明書、離職票な

ど）

●�配偶者に扶養されていたが、配偶

者が厚生年金の資格を喪失した

●配偶者の扶養からはずれた

第３号被保険者→第１号被保険者 印鑑、年金手帳、扶養からはずれ

たことがわかる書類（資格喪失証

明書など）

～認知症を考える～O
オ レ ン ジ

RANGE  W
ウ ィ ー ク

EEKORANGE  WEEK

人と認知症の見方・捉え方　
～認知症と向き合った 30 年～

　１月 29 日（火）、公民館において、『有限会
社�グッドライフ』代表取締役の宮崎　直人氏
をお招きし、認知症講演会を開催しました。講
演では「個人」と「認知症」をそれぞれで捉え
ることへの大切さや認知症に伴う行動の意味・
要因をご自身の実体験や映像を交えてお話しい
ただきました。また、来場者それぞれの目線か
ら具体的な対応例などもわかりやすくご紹介い
ただき、約 70 名の来場者は真剣に耳を傾け、
認知症の理解を深めていました。

認知症サポーターステップアップ講座
　２月１日（金）、保健福祉センターにおいて、
『株式会社 FOLLOW』代表取締役の川田　哲也氏
をお招きし、講座を開催しました。
　講座では具体的なケアの技法を中心に実際の
場面を想定したお話をいただき、今後のサポー
ター活動に生かせる内容となりました。
　今回の講座はこれまでに認知症サポーター養
成講座を受講された方が対象でありましたが、
文字通り『ステップアップ』をした講座が行わ
れ、参加者は講義やグループワークに真剣に耳
を傾けていました。

地域包括支援センター主催で講演会・講座を開催
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健 康 メ モ

　日本脳卒中協会では、３月９日の脈の日を含む、15日までの一週間を心
しんぼうさいどう

房細動週間としていま

す。この機会に『脈』について考えてみませんか。

【脈って何？】
　心臓は電気刺激によって規則的に収縮し血液を全身に押し出しますが、このとき血液が血

管の壁を拡張させることで生じる振動が『脈』で、その状態を知ることで心臓や血管の状態

の予測ができます。安静時の健康な成人の脈は、規則正しいリズムで１分あたり50～100回で

す。一方、脈のリズムや回数が乱れた状態を不整脈といい、次の３つの種類に分けられます。

【不整脈は脳梗塞の原因にもなる！？】
　不整脈の中には、けいれん様に脈が早まる

『心
し ん ぼ う さ い ど う

房細動』があり、脳梗塞の原因となりま

す。（右図参照）心房細動では、脈の乱れ、動

悸、めまいなどの症状が現れますが、無症状の

ことも多く、心電図検査や脈の自己チェックに

よる早期発見と、適切な治療や管理が必要です。

　町の健診では全員に心電図検査を追加実施しています。自覚症状が無くても、治療が必要な不整

脈が見つかる場合がありますので、ぜひ健診を受けましょう。（対象者には毎年４月中旬頃ご案内

いたします。）� 【保健師　白川部　真依子】

～３月9日は脈（み
３ 　 ９

ゃく）の日です～

心房細動から脳梗塞が起こるしくみ

不整脈の種類 症　状 原　因

【1】脈がとぶ
（脈のリズムが不規則）

・動悸
・胸の不快感

・加齢　・高血圧
・甲状腺疾患　・薬の副作用
・�心臓疾患（心筋梗塞、心筋症、

心臓弁膜症など）
・ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）
・�生活習慣（ストレス、睡眠不

足、過労、喫煙、多量飲酒、
肥満）など

【2】脈が遅い
（1分間に50回未満）

・息切れ　・失神　　・だるさ
・めまい　・心不全　・足のむくみ

【3】脈が速い
（1分間に100回を越える）

・動悸　　・めまい　・失神
・突然死　・胸の痛みや不快感

①複数の電気刺激が不

規則に発生し、心房が細

かく震えるように動く

② 心房内で血液がよ

どんで固まりやすく

なり、血栓（血液の固

まり）がつくられる

③血栓が心臓から流

れ出て脳の動脈に詰

まることで脳梗塞を

引き起こす 

加齢、高血圧、甲状腺疾患、心臓疾患、 

ストレス、睡眠不足、過労、喫煙、多量飲酒など 

原因 

画像素材は｢心房細動週間ウェブサイト｣より 

人差し指、中指、薬

指の３本で手首の親

指側を指の腹の部分

で触り、10秒間程度

脈をとります。下記

のＡとＢの両方がある場合は受診がすすめ

られます。

Ａ脈の乱れ

Ｂめまい、だるさ、動悸・息切れ、

　失神、胸の痛みのいずれか

『脈の自己チェック』の方法
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図書館へいこう！図書館へいこう！
話題の新着本

「ピーク」� 堂場�瞬一 /著

新米の時に野球賭博のスクープを放っ

た社会部遊軍記者の永尾。17年後、自

分の記事で球界を永久追放された“幻

のエース”が殺人罪で裁かれる。取材

を開始した永尾は真実にたどり着くが

…。

「いい女、

ふだんブッ散らかしており」

� 阿川�佐和子 /著

父の葬式、認知症の母の介護、還暦過

ぎての結婚…。じわじわ訪れる小さな

老いを蹴散らして、挑戦し続けるアガ

ワが、激動の日々を綴る。

「スイート・マイホーム」

� 神津�凛子 /著

スポーツインストラクターの賢二は、

寒がりの妻のため、たった1台のエア

コンで家中を暖められる「まほうの

家」を購入する。だが、引っ越し直後

から奇妙な現象が起こり始める。さら

に、関係者の一人が怪死を遂げ…。

「ＤＲＹ」� 原田�ひ香 /著

離婚して母と祖母がうら寂しく暮らす

実家に戻った北沢藍。隣に住む幼馴染

の馬場美代子は祖父をひとりで介護し

ていたが、彼女の暮らす家にはおぞま

しい秘密が隠されていて…。堕ちてい

く女の果ての果てを描く、クライムノ

ベル。

「いのちの人形」� 横関�大 /著

世田谷で不審死事件が発生した。鑑識

が到着する前に「ドールズ」と名乗る

組織が現れ、現場を押えてしまう。不

審に思った警視庁捜査一課の川村は、

サイバー犯罪捜査官の高倉と調査を始

める。次第に明らかになったのは…。

「フォルトゥナの瞳」

� 百田�尚樹 /著

その男には視えた。他人の「死」が、

「運命」が-。家族や恋人のいない木

山慎一郎の人生は、夢も自信も持てな

い孤独なものだった。その日までは

…。愛と死と選択を巡る、人間の運命

の物語。

今月のBEST本（1月の貸出回数上位本）

３・４月のイベント情報

3/�9　14:00～　おはなし会

3/16��14:00～　おはなし会

3/23　14:00～　おはなし会

3/30　14:00～　おはなし会

直木賞受賞

「宝島」

 真藤順丈/著

英雄を失った島に、新たな魂が立

ち上がる。固い絆で結ばれた幼馴

染み、グスク、レイ、ヤマコ。彼

らは警官になり、教師になり、テ

ロリストになり、同じ夢に向かっ

た-。青春と革命の一大叙事詩。

芥川賞受賞

「ニムロッド」

 上田岳弘/著

やがて僕たちは、個であることを

やめ、全能になって世界に溶ける

…。あらゆるものが情報化する不

穏な社会をどう生きるか。新時代

の仮想通貨(ビットコイン)小説。

「１Ｒ１分３４秒」

� 町屋良平/著

考えすぎてばかりいる、21歳プロ

ボクサーのぼくは、自分の弱さ

に、その人生に厭きていた。駆け

出しトレーナーの変わり者、ウメ

キチとの練習の日々が、ぼくを、

その心身を、世界を変えていく-。

第160回直木賞芥川賞受賞作入荷！
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■人の動き　　　　　　１月末現在
人　口　　３，３５６人（△１２人）
　男　　　１，５７６人（△　６人）
　女　　　１，７８０人（△　６人）
世帯数　　１，６６３戸（△　７戸）

（　）は前月比
出生　１人　　死亡　８人
転入　４人　　転出　９人

■たんじょうおめでとう
　あかちゃん　　　おとうさん・おかあさん　　住　所

長谷川　律
りつ

　くん　雄亮・友里恵　北　町

■お悔やみ申し上げます
	 	氏　名	 　年齢	 住　所
中塩　光春さん　　　75歳　　　　三　笠
下井　辰雄さん　　　90歳　　　　芳生苑
松井　　威さん　　　86歳　　　　芳生苑
杉村　　磐さん　　　87歳　　　　芳生苑
伊藤　昭宣さん　　　72歳　　　　西　町
深海　武子さん　　　86歳　　　　北　原
武田ナカヱさん　　　96歳　　　　南　町

士別警察署かわら版
融雪期における各種事故防止

　これからの季節は、寒暖の差が大きくなり、
氷になった屋根の雪が落ちてきて下敷きになっ
たり、屋根の雪下ろし中の転落によって命を落
とすなどの事故が多く発生していますので、次
の点に注意しましょう。
○　屋根の雪は早めに下ろしましょう。
○�　雪下ろし作業は、転落防止の措置を講じ複
数人で行いましょう。

○　危険な軒下は歩かないようにしましょう。

少年非行・犯罪被害の防止
｢さしのべる　手のぬくもりを　どの子にも｣

○　万引きは犯罪！
　�　万引きの見張りや命令をする。盗んだ物を
買うこと、もらうことは犯罪になります。

○　インターネットの世界は危険がいっぱい
　�　インターネットは、相手の名前や顔が分か
らない分、恐ろしい犯罪や罠が潜んでいま
す。ＳＮＳやゲームサイトで知り合った相手
に、だまされたり、おどされたりして自分の
裸の画像などを送る｢自画撮り被害｣が増え続
けています。インターネット上で知り合った
人には、｢合わない｣、｢信用しない｣、｢写真
を送らない｣ように注意しましょう。

～保護者の方へ～
○　非行防止は家庭から
　�　インターネットの利用に起因して、犯罪被
害に遭う子供が後を絶ちません。家庭での
ルールづくりや情報モラルについて家庭で話
し合いましょう。

　　　　問い合わせは士別警察署まで。
　　　　　　　士別警察署　㈹２３－０１１０

和	寒	町
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
� １月分71件　計�99万円
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　中　塩　みち子さん（三　笠）
▼100万円�亡夫の葬儀に際し
　　　　��伊　藤　真美子さん（西　町）
町立病院
▼30万円　病院運営に
　　　　　伊　藤　真美子さん（西　町）
社会福祉協議会
▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　酒　向　弘　美さん（朝　日）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　大　友　美惠子さん（三　笠）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　三　浦　　　睦さん（遠別町）
▼７万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　二　口　初　子さん（東　町）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　中　塩　みち子さん（三　笠）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　松　井　ヒ　デさん（西　町）
▼３万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　下　井　トミ子さん（三　笠）
▼３万円　亡妻の葬儀に際し
　　　　　深　海　重　明さん（北　原）
▼20万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　伊　藤　真美子さん（西　町）
▼50万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　武　田　恒　夫さん（南　町）
芳生苑・健楽苑
▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　酒　向　弘　美さん（朝　日）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し　
　　　　　下　井　トミ子さん（三　笠）
▼50万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　武　田　恒　夫さん（南　町）
＝寄　贈（芳生苑）＝�タオル・野菜他
▼渡　辺　立　夫さん（西　町）
▼澁　谷　真　純さん（中　和）
▼和　寒　建　和　会（朝　日）
▼松　本　克　彦さん（中　和）
▼大　渕　　　弘さん（松　岡）
▼井　上　保　幸さん（西　和）
▼泉　谷　一　文さん（三　笠）
▼和 寒 町 酒 販 組 合（南　町）
▼井　上　衣　恵さん（三　笠）
▼元 木 文 具 店（西　町）
▼髙　桑　ヤス子さん（三　笠）
＝慰　問（芳生苑）＝
▼睦月ボランティア（抹茶提供）
▼喫茶ルームボランティア（コーヒー提供）
▼和寒ボランティアクラブ（年賀状配付）
▼草花の会（作品展示）
▼和寒中学校（除雪ボランティア）
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鷲見　幸
こう

星
せい

くん　《H30.１.４生れ》
　中和　鷲見　翼さん・めぐみさんの長男

はじめまして。ぼくの名前は、こうせいです。

ボール遊びに絵本にブロック・・・好きなことはいろいろあるんだけ

ど、1 番好きなのは食べること！！

おやつもしっかりいただきます。

もりもり食べて大きくなるよ。

　韓国・水
スウォン

原市と旭川市の姉妹都市提携30周年記念への

メッセージを込めた第60回旭川冬まつりバルコニー雪像

に道立旭川高等技術専門学院印刷デザイン課２年の竹内

千麗
せ り あ

愛さん（字西町）のデザインが採用されました。

　高さ10m×幅60ｍで製作された雪像の前では、記念

写真を撮影するなど来場者にたいへん喜ばれていまし

た。

第60回旭川冬まつりバルコニー雪像デザインに採用

雪像タイトル「旭川へカジャ（行こう）！！」

出戸　颯
は や と

人くん　《H30.１.22生れ》
　西町　出戸　晶也さん・敦子さんの三男

こんにちは、はやとです。 

好きなおもちゃは、フォークリフトと三輪バイク。

それよりも大好きなのはイタズラだよ。見つかってもニコニコ。

お兄ちゃんたちにも負けずにいっぱい食べているからほっぺ

はぷにぷに。 

これから、よろしくね。

今年成人を迎えた竹内さん

２月中交通事故状況 （１月末現在）

発生件数
人 身　　０件（　　０件）

物 損　１０件（　１０件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 　５人（　　５人）

（　）内は31年累計

交通事故死ゼロ日数　８２８日

広報わっさむ　平成31年３月号　梢14


