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古本リサイクルまつりのお知らせ 

恵み野ホール自主企画事業「ガンちゃんの熱血講演会」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013.2.5 

NO.112

■詳しくは図書館まで（℡32-4646）

●日 時  ２月 23 日（土）～２月 24 日（日）
●場 所  図書館視聴覚室 
●不用本の受付  ２月 19 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いたしません

図書館では、読み終わった不用な本などを必要なかたに活用していただくため、下記の日程で古本リサ
イクルまつりを行います。古い本から、関心のある本を探してみませんか。図書館がお手伝いをします。 

健康スポーツ教室「ヒップホップダンス教室」のお知らせ 

●日   時  ２月 20 日（水）・３月 11 日（月）（計２回） 
午後６時～午後８時  

●場   所  和寒町公民館 恵み野ホール 
●参 加 料  １回 200 円 
●参加対象者  子どもから大人までどなたでも参加できます 
        参加希望者は、２月 13 日（水）までに教育委員会スポーツ振興係

へお申し込みください。 

公民館では HPS（HizzPerformanceStyle）ダンススクール代表インストラクター 
小塚 拓氏を講師に招き、「ヒップホップダンス教室」を開催いたします。 
この機会に是非、音を楽しみながら体を動かし、日頃の運動不足を解消しません

か。 

 北海道日本ハムファイターズの元選手であり、テレビやラジオなどで活躍されているスポーツコメンテ
ーター「岩本 勉」氏を講師に招き、講演会を開催いたします。 
明るいイメージで知られる岩本 勉 氏が、自身で経験してきた現役選手時代の苦労話や、選手を引退

し、第２のステージで再出発することになった経緯などをご講演いただきます。 
多くのみなさんのご来場をお待ちしています。 

●日  時  ３月６日（水） 
       開場／午後６時  開演／午後６時30分～ 
●場  所  公民館恵み野ホール 
●演  題  「人生の壁を乗り越える、人との出会いと救いの言葉」
●講  師  スポーツコメンテーター 岩 本 勉 氏 
●入 場 料  無 料 

■詳しくは教育委員会社会教育係まで（℡32-2477）

 まいどっ！ 

■詳しくは教育委員会スポーツ振興係まで（℡32-2477）

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

２月は「とうがらし湯」を実施します 

 保養センターでは、毎月かわり湯を行っており、好評を得ています。
２月は、17 日(日)に「とうがらし湯」を実施いたします。 
とうがらしには血行を促進させて身体を保温する効果があります。 
寒い日が続くこの季節、保養センターでゆっくり入浴しませんか。 

是非この機会にご利用ください。 
※肌の弱いかたが安心して入浴できるよう、刺激は弱めになっています。 

●とうがらし湯実施日 ２月 17 日（日） 
●営 業 時 間 午後３時 30 分から午後９時まで
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臨時職員を募集します 

栄養相談のご案内 

みそを造ってみませんか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区 分 応  募  要  領 

１．職  種 臨時事務員 

２．募集人員 １名 

３．応募資格 ・町内に居住できるかた ・パソコン操作の知識のあるかた 

４．雇用期間 平成 25 年４月１日～平成 25 年９月 30 日 

５．勤務時間 ８時 30 分～17 時 15 分の間で 7時間勤務 

６．雇用条件 
・賃  金 日給 5,500 円～ 
・保障制度 社会保険、雇用保険、労災保険加入 

７．業務内容 一般事務補助 

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 25 年２月 22 日（金）まで 

10．選考方法 面接を行ないます。（応募されたかたに後日、面接日時をお知らせします） 

11．応 募 先 
〒098-0192 上川郡和寒町字西町 120 番地 
 和寒町役場総務課庶務係 電話 32－2421 

12．そ の 他 詳細については、役場総務課庶務係に、お問い合わせください。 

 町では、下記要領により臨時職員を募集します。採用を希望されるかたは、期日までにご応募ください。

｢食事｣と｢栄養｣は、健康な毎日を送るため年代を問わず欠かすことのできない要素です。町では栄養士
による栄養相談を行っております。｢何を｣｢どのように｣｢どのくらい｣食べたらよいのか、子どもの成長や
生活習慣病予防、「食」に関する疑問など、ひとりひとりにあった食生活の内容を確認してみませんか。 
お気軽にご相談ください。  

●場 所  保健福祉センター 
●日 時  月～金 （午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで） 
●相談方法  電話、来所または訪問による相談もおこなっております。  

■詳しくは保健福祉課保健係まで（℡32-2000） 

まずは、お気軽に

お電話ください 

■詳しくは農業活性化センターまで（℡32-2010）

１．原料について 
大豆、塩、こうじ、樽、漬物袋は個人で用意してください。 

   ※古大豆の場合は、煮る時間が異なりますので、事前にお知らせください。 
２．日程について 

３月１日～３月末を予定しております。日程調整等いたしますので、都合の良い日をお知らせくだ
さい。大豆は加工センターで、前日(午前８時 30 分～午後４時 30 分の間)洗って、１日水に浸してお
いてください。製造は、午前の部午前８時 30 分から・午後の部午後１時から行います。 

３．申 し 込 み 
２月 22 日（金）までに、農業活性化センターまでＦＡＸ（32-2448）にて、氏名、大豆重量、予定

月日、電話番号を記入の上ご連絡ください。ＦＡＸをお持ちでない方は、電話でも結構です。受付
後、３日以内に日程調整のためご連絡いたします。 

手づくりみそを造ってみませんか。 
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危険物取扱者・消防設備士試験にチャレンジ！  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

◎危険物取扱者試験 ◎消防設備士試験 

区分 試験日 受付期間(書面受付) 試験の種類 区分 試験日 受付期間（書面受付） 試験の種類 

第1回 
平成25年 
６月２日（日） 

４月18日（木）から 
４月25日（木）まで 

甲種・乙種（第１
～６類）・丙種 

第1回
平成25年 
６月２日（日）

４月18日（木）から 
４月25日（木）まで 

甲種（第１～５類） 
乙種（第１～７類） 

第２回 
平成25年 
８月18日（日） 

７月８日（月）から 
７月16日（火）まで 

甲種・乙種（第１
～６類）・丙種 

第２回
平成25年 
８月18日（日）

７月８日（月）から 
７月16日（火）まで 

甲種(特類)※札幌のみ
甲種（第１～５類） 
乙種（第１～７類） 

第３回 
平成25年 
11月３日（日） 

９月24日（火）から 
10月１日（火）まで 

甲種・乙種（第１
～６類）・丙種 

第３回
平成25年 
11月３日（日）

９月24日（火）から 
10月１日（火）まで 

甲種（第１～５類） 
乙種（第１～７類） 

第４回 
平成26年 
２月２日（日） 

12月12日（木）から 
12月19日（木）まで 

甲種・乙種（第１
～６類）・丙種 

第４回
平成26年 
２月２日（日）

12月12日（木）から 
12月19日（木）まで 

甲種（第１～５類） 
乙種（第１～７類） 

第５回 
平成26年 
３月23日（日） 

２月17日（月）から 
２月24日（月）まで 

乙 種 第 ４類 
丙      種 

市町村名 名寄市 名寄市 

１．イベント名 名寄市雪質日本一フェスティバル 2013 第 29 回ふうれん冬まつり 

２．開催日時 ２月７日（木）～11 日（月） ２月９日（土）～10 日（日） 

３．開催場所 名寄市南広場（名寄市西２南９） 仲町広場（名寄市風連） 

４．開催内容 

 

海外から６チームが参加する素晴らしい雪

の芸術「国際雪像彫刻コンクール」、「全日

本学生対校スノーオブジェ競技会」の他、大

雪像滑り台やステージショー、キャラクター

ショー、犬ぞり体験、道内各地の鍋対決Ｎ-１

グランプリ等、食のイベントも開催。 

 

 ジャンボ滑り台やスノーモービル乗車体験の他、優

勝賞金も当たる「復活！全日本長靴飛ばし選手権」や

歌謡ショー、もちまきやビンゴゲームなど子どもから

大人まで楽しめるイベントが盛りだくさんの内容で

す。 

５．問い合わせ先 
ＮＰＯ法人なよろ環境まちづくり協会 

01654-9-6711 

ＮＰＯ法人風連まちづくり観光 

01655-3-2860 

６．主催 なよろ雪質日本一フェスティバル実行委員会 ふうれん冬まつり実行委員会 

専門的知識と技術を有する危険物取扱者及び消防設備士は、人々の財産を火災から守る重要な役割を果
たしています。 
乙種・丙種危険物取扱者試験、乙種消防設備士試験には受験資格は必要ありませんので誰でも受験でき

ます。なお、甲種危険物取扱者試験、甲種消防設備士試験には一定の受験資格が必要ですので、詳しくは
消防和寒支署までお問い合わせください。 
 

●平成 25 年度 危険物取扱者・消防設備士試験日程表 

 
※インターネットからも受験申請ができます。受付期間が上記期間と異なりますので、(財)消防試験研究セン
ターのホームページをご確認ください。 

■詳しくは消防和寒支署まで（℡32-2119）

天塩川だより 

上川北部市町村のイベントをご案内します。



10 (日) 10 26 (火) 離乳食教室（９:45～保健福祉センター）

10 縄跳び記録会（15：30～こども館）

10

11 (月) 11 27 (水) 幼児歯科検診（13:00～こども館）

11 教育力向上講演会「命の尊さ」（19：00～恵み野ホール）

11 外科午後休診（町立病院）

12 (火) 冬期運動教室（13:30～保健福祉センター） 12 28 (木) 図書整理休館（図書館）

ひな人形作り（15：30～こども館） 12

12

13 (水) 乳児健診（13:00～こども館） 13 3月 乳幼児ひな祭り会（10：00～こども館）

スポーツ指導者講演会（18：00～20：00恵み野ホール） 13 1 (金) ひまわり運動クラブ（13:30～保健福祉センター）

外科午後休診（町立病院） 13 児童館ひな祭り会（15：30～こども館）

14 (木) 予防接種（三種混合・ＭＲ・不活化ポリオ・四種混合　14:15～保健福祉ｾﾝﾀｰ） 14 2 (土) 町民スキー大会（９：00～東山スキー場）

ひな人形作り（15：30～こども館） 14 ポコアポコ赤ちゃんおはなし会（10：30～図書館）

14 おはなし会（14：00～図書館）

15 (金) 親子遊び体験（10：00～こども館） 15 3 (日)

ひまわり運動クラブ（13:30～保健福祉センター） 15

15

16 (土) ポコアポコおはなし会（14：00～図書館） 16 4 (月)

16

16

17 (日) 冬のがん検診（７:00～　保健福祉センター） 17 5 (火) 楽笑体操教室（９:30～保健福祉センター）

　　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

２月

17 (日) 冬のがん検診（７:00 　保健福祉センタ ） 17 5 (火) 楽笑体操教室（９:30 保健福祉センタ ）

第14回東山ジャイアントスラローム大会（９：00～東山スキー場） 17 折り紙で遊ぼう（15：30～こども館）

17

18 (月) 18 6 (水) 糖尿病教室（９:30～保健福祉センター）

18 ガンちゃんの熱血講演会（18:30～恵み野ホール）

18 内科午後休診（町立病院）

19 (火) 楽笑体操教室（９:30～保健福祉センター） 19 7 (木) 子育て講演会（10：30～こども館）

冬期運動教室（13:30～保健福祉センター） 19 予防接種（三種混合・ＢＣＧ・不活化ポリオ・四種混合　14:15～保健福祉ｾﾝﾀｰ）

折り紙で遊ぼう（15：30～こども館） 19

20 (水) 幼児食教室(９:45～保健福祉センター） 20 8 (金)

ヒップホップダンス教室（18：00～20：00恵み野ホール） 20

内科午後休診（町立病院） 20

21 (木) 21 9 (土) おはなし会（14：00～図書館）

21

21

22 (金) 子育て講座・お茶会（10：00～こども館） 22 10 (日) 全道ジュニアアルペンスキー大会（９：00～東山スキー場）

ひまわり運動クラブ（13:30～保健福祉センター） 22

22

23 (土) おはなし会（14：00～図書館） 23 11 (月) ヒップホップダンス教室（18：00～20：00恵み野ホール）

古本リサイクルまつり（図書館） 23

23

24 (日) 古本リサイクルまつり（図書館） 24 12 (火)

24

24

25 (月) 25 13 (水) 1.6才３才児健診（13:00～こども館）

25 外科午後休診（町立病院）

25

Ｅメールアドレス　info@town.wassamu.hokkaido.jpホームページアドレス　http://www.town.wassamu.hokkaido.jp Ｅメ ルアドレス　info@town.wassamu.hokkaido.jpホ ジアド p // jp
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