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「古本リサイクルまつり」開催 

紅茶湯できれいなお肌に！ 

「原爆の絵展」開催 

介護予防講演会「歩き続けるための運動講座」  

開村 100周年記念 郷土資料館特別企画展  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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） 

2015.8.5 

NO.168 

図書館では読み終わった本を必要な方に再活用していただくため、古本リサイクルまつりを開催しま
す。多くの本の中から、関心のある本を探してみませんか。 

 
●日    時 ８月 15日（土）・８月 16日（日）午前 10時～午後６時 
●場    所 図書館 
●不用本の受付 ８月 11日（火）までに図書館にお持ちください 
●対 象 本 一般書（小説類・実用書）・児童書・絵本・漫画本に限り 

ます（月刊誌・週刊誌は対象ではありません） 
●そ の 他 提供者の氏名は公表しません 

■詳しくは図書館まで（℡32-4646） 

８/15･16 
(土)･(日) 
 

 今回の変わり湯は｢紅茶湯｣です。この湯は、お肌の殺菌作用やあせもを抑
える効果があります。ぜひ、紅茶を入れたお風呂をお楽しみください。 

●日 時 ８月 16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） 

８/20 
(木) 

 

広島の原爆を体験された方々によって描かれた、原爆投下直後の惨状を伝える
貴重な作品を展示します。多くの皆さまのご来館をお待ちしています。 

●日 時 ８月 16日（日）～８月 19日（水）[17日(月)は休館日] 
●場 所 図書館 
●主 催 原爆の絵を見る和寒町実行委員会 

■詳しくは図書館まで（℡32-4646） 

８/16～ 
(日) 
 

８/16 
(日) 

 

５年後、10年後も変わらず歩き続けるために、椅子に座ったままできる効果的な運動を学び、毎日の生

活に取り入れてみませんか？動きやすい服装でご参加ください。 

●日 時 ８月 20日（木）午前 10時～ ２時間程度 
●場 所 公民館恵み野ホール 
●講 師 （有）イズミック 健康運動指導士  石川 朋美 先生 
●入場料 無 料 
●持ち物 タオル、飲み物 
●主 催 和寒町地域包括支援センター 
●共 催 和寒町公民館 和寒町三笠山大学 

 

 

■詳しくは保健福祉課 地域包括支援センターまで（℡32-2000） 

わっさむ開村 100 周年を記念して、開村当時や昭和初期の風景、建物などを写真パ
ネルで展示しています。この機会に和寒町の歴史を振り返ってみてはいかがでしょう
か。皆様のご来館をお待ちしています。 

 

 
●期  間 ８月 14日（金）まで（土・日曜日は休館） 
●開館時間 午前９時～午後５時まで 
●場  所 郷土資料館 
●入    館  無料  

 
■詳しくは教育委員会社会教育係まで（℡32-2477） 
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  黙とうを「戦没者を追悼し平和を祈念する日」     

  

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

開村 100周年記念 第９回和寒町民ゴルフ大会の開催 

 

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

「和寒小安全マップ」の作成にご協力ください 

わっさむ開村 100周年記念 北海道森づくりフェスタ 2015植樹祭 inわっさむ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 15 日は、先の大戦で亡くなられた多くの方々を偲ぶとともに、平和を祈念
する日です。 
当日正午は、テレビやラジオの時報に合わせ、戦没者の方々に対するご冥福と、

二度と戦争を繰り返さないよう、祈りと希望を込めて、｢黙とう」のご協力をお願
いします。 

■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000） 

８/23 
(日) 
 

和寒町民を対象とした町民ゴルフコンペを次の通り開催します。皆様のご参加をお待ちしています。 

●日  時 ８月23日（日）午後０時18分スタート 
       （集合及び受付終了時間 午前11時45分） 
●会  場 旭川たかすゴルフクラブ 
●参加対象 和寒町民の方 
●参 加 料 2,000円（別途プレー代が必要です。） 
●競技方法 18ホールストロークプレー 
※参加希望の方は８月17日（月）までにお申し込みください。 
 申込先：北星しんきん内 和寒町ゴルフ協会事務局 佐藤、関下、大塚 

 小学校では、本年度のＰＴＡ事業の一環として「和寒小安全マップ」を作成することになりました。 

子どもたちが安全に生活が送れるようＰＴＡ会員はもとより、多くの町民の皆様から情報をいただき、

より良いマップづくりを進めていきたいと考えています。 

子どもの目線で、お住まいの地域の中で交通上、防犯上、危険ではないかと思われるところがありまし

たら小学校へ情報をお寄せください。ご協力をお願いします。 

完成した「安全マップ」は、関係機関や多くの町民の皆様に活用していただく予定です。 

＜事業目的＞ 
①親子のコミュニケーションを深めながら自分たちの町をよく知る。 
②安全な通学路や住みよい町づくりへの意識の高揚と環境をつくる。 
③子どもたち自身が安全意識を高め、危機を未然に回避できる力を身につける。 

別紙調査票を８月 28日（金）までに小学校へ提出してください。電話・ＦＡＸでも結構です。 

■詳しくは和寒小学校教頭 西田朋代まで（℡32-2003・FAX32-2063） 

 

森林づくりの意義や森林の持つ多様な機能など森林の大切さを広く知ってもらうため「わっさむ開村

100周年記念 北海道森づくりフェスタ 2015 植樹祭 inわっさむ」を開催します。 

 ご家族やご近所の皆様をお誘いの上、たくさんの方々のご参加をお待ちしています。 

●日  時 10月４日（日）午前９時～午後２時（雨天決行） 
●場  所 式典会場 ふれあいのもり（研修館「楡」向かい） 

植樹会場 三笠山自然公園（旧わっさむサーキット内） 
●服  装 植樹をするので動きやすい服装・長靴でお願いします。 

軍手・スコップはこちらで用意します。 
●申込期限 別紙の参加申込書に記入のうえ８月 31日(月)まで 

役場産業振興課畜産林政係にお申込みください。 
※詳しくは、今回全戸配布しているチラシをご覧ください。 

      
■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423） 

■詳しくは北星しんきん和寒支店内 和寒町ゴルフ協会事務局まで（TEL32-2461） 

 



- 3 - 

臨時職員を募集します 

 

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

クスサン退治できれいな町を！ 

ごみの出し方のお願い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の要領により図書館臨時職員を募集します。採用を希望される方は、期日までにご応募ください。 

区  分 応 募 要 領 

１．職  種 図書館臨時職員 

２．募集人員 １名 

３．応募資格 ※土日勤務が可能な方・町内に居住できる方 ・パソコン操作の知識のある方 

４．雇用期間 平成 27年９月 1日～平成 28年２月 29日 (再雇用有り） 

５．勤務時間 
火曜日から日曜日（土日を含む週 4日程度） 
午前９時 30分～午後６時の間で必要に応じ（１日７時間程度）  

６．雇用条件 
・賃  金 時給 814円～ 
・保障制度 雇用保険、労災保険加入 

７．業務内容 図書館業務全般（カウンター業務、配架、資料整理、データ入力など） 

８．応募要領 
市販の履歴書に自筆で記入のうえ、最近３ヶ月以内の写真を貼付し、期日までに提出し
てください。 

９．応募期間 平成 27年８月 28日（金）まで 

10．選考方法 面接（応募された方に後日、面接日時をお知らせします） 

11．応 募 先 
〒098-0133 上川郡和寒町字北町 61番地 
 和寒町教育委員会 電話 32－2477 

12．そ の 他 
詳細については、教育委員会（電話 32-2477）または図書館（電話 32-4646）に、お問
い合わせください。 

 

 ８月下旬から大型の蛾「クスサン」が出始め、９月中旬ごろまで大量に発生する
ことが予想されます。 
 クスサンの発生を減らし、きれいな町を維持するために自宅周辺のクスサンの捕
獲・処理について協力をよろしくお願いします。 
 捕獲・処理は、簡単です。下記を参考にしてください。 

●必要なもの 台所用洗剤・水・霧吹きなど 
●捕獲・処理 台所用洗剤を 50倍に薄めた水を霧吹きなどで自宅の壁や電柱、 

木にとまっているクスサンに直接に吹きかけてください。洗剤 
がかかると下に落ちたり、弱りますのでごみ袋に入れて、埋め 
立てごみとして出してください。（人にかからないように注意 
してください。） 

 ごみの分別について、町民の皆様にご理解とご協力をいただいておりますが、特に次のことに注意して
出していただきますようお願いします。 

※一般廃棄物最終埋立処分場の状況 

平成 14 年に埋め立てを開始してから、13 年が経過していますが、しっかりとしたごみの分別により、

計算上今後約８年は使用できる見込みです。 

今後もごみの分別、少量化にご理解とご協力をお願いします。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

■詳しくは教育委員会（℡32-2477）または図書館まで（℡32-4646） 

●生ごみは、必ず指定の生ごみ袋にお名前を書き、水分をよく切って決め
られた収集バケツに出しましょう。 

●埋立ごみに生ごみを混ぜないようにしましょう。 
●汚れのひどいプラスチックごみ等はきれいに洗ってから出しましょう。 
●ごみは必ず所定のごみステーションに出しましょう。 

  通勤等で途中にあるごみステーションに出されますと、管理している地
域住民の方に迷惑がかかりますので、絶対にやめましょう。 



10 (月) 夏の胃がん・大腸がん・喉頭がん・甲状腺がん検診 10 26 (水)

 （6:00～8:30　保健福祉センター） 10

和寒小学校児童作品展（3･4年生～8/16） 10

11 (火) 夏休みお楽しみ会（10:00～こども館） 11 27 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院）

予防接種（М Ｒ・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌） 11 離乳食教室（9:45～14:00保健福祉センター）

（14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ） 11 縄跳び記録会（15:30～こども館）

12 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院） 12 28 (金) 乳幼児お誕生会（10:30～こども館）

幼児歯科検診（13:30～子ども館） 12

12

13 (木) 内科午前休診（町立病院） 13 29 (土) おはなし会（14:00～図書館）

13

13 30 (日)

14 (金) 14

14 31 (月) まちづくりシンポジウム（18：00～公民館）

14

15 (土) 古本リサイクルまつり（16日まで　図書館） 15

ポコ・ア・ポコおはなし会（14: 00～図書館） 15 ９月 ベビーマッサージ（10:30～こども館）

15 1 (火)

16 (日) 原爆の絵展（19日まで　図書館） 16

16 2 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院）

17 (月) 16 糖尿病教室　（13:30～15:00　保健福祉センター）

17 和寒小学校児童作品展（1･2年生～9/13）

17 3 (木) 特養回診のため外科午後休診（町立病院）

18 (火) 楽勝体操教室（9:30～保健福祉センター） 17 吉田兄弟三味線コンサート（18:00開場 18:30開演～公民館）

予防接種（ＢＣＧ・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌）

（14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ） 18 4 (金) 親子遊び体験（10:00～こども館）

折り紙で遊ぼう（15:30～　こども館） 18

19 (水) 特養回診のため内科午後休診（町立病院） 18

乳児健診（13:00～こども館） 19 5 (土) 高齢者との交流会(10:00～こども館）

和寒小・中学校2学期始業式 19 おはなし会（14:00～図書館）

20 (木) がん検診ツアー（7:45～保健福祉センター） 19

活性化センター「農想塾」公開デー（9:45～農想塾） 20 6 (日) 第20回全日本玉入れ選手権

介護予防講演会（10:00～公民館） 20

特養回診のため外科午後休診（町立病院） 20 7 (月)

21 (金) 子育て講座「足つぼマッサージ」（10:00～こども館） 21

絵本の読み語り（15:30～こども館） 21

21 8 (火) 楽勝体操教室（9:30～保健福祉センター）

22 (土) ジュニアイングリッシュ講座（9：00～公民館） 22 予防接種（ＢＣＧ・水痘・四種混合等・ヒブ・肺炎球菌）

おはなし会（14:00～図書館） 22 （14:00～保健福祉ｾﾝﾀｰ）

22 折り紙で遊ぼう（15:30～こども館）

23 (日) 和寒町自治会対抗パークゴルフ大会（8:30～運動広場PG場） 23 小学校巡回小劇場

23 9 (水) ベビーマッサージ（10:30～こども館）

24 (月) 23 特養回診のため内科午後休診（町立病院）

24 1.6歳３歳児健診（13:00～こども館）

24 三笠山大学登校日

25 (火) 蔵書点検休館（28日まで　図書館） 24 10 (木) 第4回体育協会長杯パークゴルフ大会（8:15～運動広場PG場）

25 特養回診のため外科午後休診（町立病院）

25

#

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。

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