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 「りんご湯」を実施 

 

町ジュニアクラッシクコンサート 

  B&Gプールオープン・シーズン券販売 
 

●利用料金 

１日券 100円、シーズン券  1,000円 中学生以下無料 

※町外在住者の方は、上記料金の３倍になります。 

※シーズン券は６月 16日（月）から総合体育館で販売します。 

 

賃貸住宅建設促進支援事業の申請を受け付けています 

 

和寒町農業委員会委員選挙の執行及び立候補予定者説明会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ごみ袋、火ばさみを用意します。 
※自治会や各種団体単位で清掃活動を行う
ときは、ごみ袋を提供致しますので、事
前にご連絡をお願いします。 

 ※ごみ袋、火ばさみを用意します。 
※自治会や各種団体単位で清掃活動を行う
ときは、ごみ袋を提供致しますので、事
前にご連絡をお願いします。 
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NO.143 

６/22 
(日) 

 

６/21 
(土) 

 

美肌、疲労回復効果がある、りんごが浮かんだお風呂で心身をリフレッシュしませんか。 

 
●保養センター営業時間 午後４時 30分～午後９時 30分 

 ■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

 Ｂ＆Ｇプールがオープンします。お得なシーズン券も販売中！ 

 

 

●オープン期間 ～天候、行事等により変更する場合もあります。 

６月 21日（土）～９月７日（日） 

土、日曜 、祝日       ９:00～17:00 

平日 ６月、９月      13:00～17:00 

     ７月、８月      13:00～21:00 

   

 

■詳しくは和寒町体育協会まで（℡32-4470） 

住宅戸数の増加を図り、町民が安心して快適に暮らすための住宅対策として、個人または法人が賃貸住

宅を建設する費用の一部を助成する「賃貸住宅建設促進支援事業」を設けています。 

平成 26 年度に認定申請を受けようとする賃貸住宅建設者は、平成 26 年 6 月 13 日（金）までに総務課ま

ちづくり推進係へご連絡ください。 

●対象住宅 プレハブを除く１棟２戸以上の上下水道及び車庫又は駐車場を完備した賃貸住宅 

●補助の概要 

用地の取得、旧住宅の取り壊しを除き、住宅建設 

に要した費用を補助対象（車庫・駐車場等の附帯設 

備費用を含む）とします。  

補助対象建設費は、１戸当たり 850万円を限度とします。  

補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内です。  

家賃の上限額は、51,000円以内（補助対象建設費の 0.6％以内）になります。  

 

●特別期間 

７/26～８/19夏休み              

８/25～29           

   

和寒町農業委員会委員は、７月 19 日をもって任期満了となりますので、公職選挙法第 33 条の規定により、

下記のとおり和寒町農業委員会委員選挙を執行します。また、説明会を下記により開催いたしますので、立候

補予定者の方は定刻までに参集ください。 

  
和寒町農業委員会委員選挙 

 ● 告示日 平成 26年７月８日（火） 

 ● 選挙日 平成 26年７月 13日（日） 

立候補予定者説明会 

 ● 日時 平成 26年６月 19日（木）午後３時 

 ● 場所 町民センター １階 子供会室 

■詳しくは選挙管理委員会まで（℡32-242１） 

■詳しくは総務課まちづくり推進係まで（℡32-4470） 

９:00～21:00 

13:00～17:00 
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今年も狂犬病予防注射をおこないます 

犬の散歩はマナーを守って 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月日 月日

日ノ出 日ノ出第１集会所前 松岡 松岡・北原自治会館前

松岡 松岡第３会館前 菊野 西本 護宅前

北原 北原交流展示館前 西和１１線バス停前

6 菊野 今北 光雄宅前 6 加藤邦雄宅前

月 三和・菊野自治会館前 月 西和第4会館前

23 三和１４線８号 24 加藤 隆夫宅前

日 三和第１集会所前 日 福原 牧 幸雄宅前

(月) 今野 宗徳宅前 (火) 北町 公民館前

三笠 石田 利美宅前 茂木 勝彦宅前

川西 川西１８線６号 脇澤 幸男宅前

中和第６集会所前 東山自治会館前

山住 浩宅前 日ノ出 田中 純一宅前

旧中和小学校前 西町自治会館前

松本 克彦宅前 米澤 順恵宅前

中和２０線２号 若草自治会館前

小島 信治宅前 かたくり自治会館前

渡邊 澄夫宅前 三笠南自治会館前

朝日集会所前 東町 恵みヶ丘自治会館前

ｵｰﾄｼｮｯﾌﾟｻｲﾄｳ前 西町 役場裏側駐車場

太田 守純宅前

東丘 鷲見 重宅前

西町 役場裏側駐車場

17:00～17:10

17:15～18:00

15:55～16:00

16:05～16:10

16:15～16:25

16:30～16:35

14:45～14:50

13:55～14:00

14:05～14:10

14:20～14:25

15:00～15:05

16:40～16:50

13:45～13:50

17:20～18:05

16:15～16:20

16:25～16:30

16:35～16:40

16:45～16:50

15:55～16:00

15:15～15:20

15:25～15:30

15:40～15:45

集　　合　　場　　所 時　　間

15:00～15:05

16:05～16:10

16:55～17:00

17:05～17:10

15:45～15:50

15:10～15:15

15:30～15:40

14:25～14:30

14:35～14:45

14:50～14:55

三笠

朝日

中和

三和

13:00～13:05

13:10～13:15

13:20～13:35

13:50～13:55

14:00～14:10

14:15～14:20

※やむを得ない事情等により、自宅での注射を希望されるか
たは、６月19日(木)までに環境衛生係までご連絡をお願いし
ます。

時　　間

三笠

大成

西和

集　　合　　場　　所

日ノ出

13:00～13:05

13:15～13:20

13:30～13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生後 90 日を経過した犬は、登録と毎年４月～６月の間に狂犬病予防注射を受けることが義務付けられてい

ます。狂犬病予防注射に関する日程や料金は下記のとおりです。 

●注射料    3,110円（お釣りのないようご協力ください） 

●新規登録料  犬を新規に登録する場合は、別途登録料 3,000 円がかか

ります。 

●その他    犬の死亡、失そう、譲り渡しや所有者の変更等があった

場合は、必ずご連絡をお願いします。 

 普段なにげなくしている犬の散歩にもマナーがあります。 

 また、飼犬が人に噛みつく事件も発生しています。 

マナーを守り、他人に迷惑をかけないような行動を心がけましょう。 

  ●飼い犬は必ずリードにつなぎ、コントロールできるような 

長さにしましょう。 

  ●犬の糞は必ず持ち帰りましょう。 

  ●他人の所有物にマーキングをさせないようにしましょう。 

  ●犬が苦手な方もいることを理解して散歩しましょう。 

■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） 
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全町ナイターソフトボール大会の参加チーム募集 
 

 

きちんと守ろう生ごみ処理場への出し方 

 

ルールを守って楽しい花火をしましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今年で 35 回目を迎える全町ナイターソフトボール大会を開催します。参加チームを募集していますので、

友人、知人、職場の仲間などでチームを作りお申込みください。 

 
●大会期間 ７月中旬から（参加チーム総当たりのリーグ戦） 
●大会会場 総合グラウンド 
●参加資格 登録選手は町内に居住または町内の企業に従事している方で、高校 

生以下は除く。大学、専門学校生は良い。 
●参加費用 １チーム 10,000円 
●主  催 和寒町ソフトボール協会 
●申し込み ６月 19日（木）までにソフトボール協会事務局までご連絡ください。 

 
 

 
 
 
※なお、休館中の図書の返却は正面玄関横のブックポストをご利用ください。 

６月 30日（土）からは平常どおり開館いたします。たくさんのご来館をお待ちしています。 

■詳しくはソフトボール協会事務局（役場 塚崎・目黒）まで（℡32-2424） 

クールビズ取り組み中 

【期間】 ６月１日から９月 30日まで ■詳しくは総務課庶務係まで（℡32‐2421） 

 

最近、生ごみ処理場に、生ごみを買物袋等に入れて持ち込む方が増

えています。 

搬入される際は、必ず「生ごみ専用袋」(左写真)に入れてくだ

さい。また、生ごみ以外のものは混ぜないようご協力願いします。 

生ごみ専用袋は、ごみ分別手引きに記載されている町内各販売店に

てお買い求めください。 

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422） 

●花火をする前に 
①風の強い日はやめましょう。②水バケツを準備しましょう。③必ず大人と一緒にしましょう。 

●花火をするときは 
①花火の説明書を読みましょう。②手持ち花火は１本ずつ持ちましょう。③打ち上げ花火は途中で火が

消えても覗かないようにしましょう。④火が消えたものは水バケツに捨てましょう。⑤花火は分解し

ないようにしましょう。 

●後片付けをするときは 
 ①消えたと思っても火が出ることがあるので、注意しましょう。②ゴミ箱に捨てる前に、もう一度火が

消えたことを確認しましょう。 

 

花火遊びは、迷惑にならないルールとマナー 

                                         

 町では、地球温暖化対策の一環として、また事務の能率向上のために次の期間、
職員がクールビズ（軽装化）に取り組んでいます。来庁のみなさまにはご理解いた
だきますようお願いいたします。 

■詳しくは消防署 和寒支署まで（℡32-2119） 

おもちゃの花火といってもその原料は火薬です。ルールを守らないと火災の原因になったり、やけど

などのケガの原因ともなります。花火で遊ぶ時は次のことに注意しましょう。 
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クスサン(蛾
ガ

)が成虫になる前に対策を！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５月は卵から黒い幼虫がふ化し、数回の脱皮を繰

り返して７月中旬に蛹（さなぎ）となります。 

 成虫の大量発生を防ぐためにも、幼虫の駆除をお

願いします。 

 

 

 
 

   

黒い体から白い毛が生えていて集団でいる場合が多い  
大きさは１５ｍｍ程度 

 

その後、白い毛がなくなる 

大きさは３０ｍｍ程度 

 

その後、徐々に緑色が出る 

大きさは４０ｍｍ程度 

 

７月中旬 

幼虫の老齢期で色が黒くなる 

大きさは１００ｍｍ程度 

 

その後、全体が緑色で白い

毛が生えてくる 

大きさは５０ｍｍ程度 

 

クスサン(蛾
ガ

)の発生を減らすには、幼虫の時期に駆除することが重要に

なります。皆さんの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） 

幼虫の捜索・駆除方法 

今時期の幼虫は様々な樹木の葉を食べ徐々に成

長してきています。 

そのため葉の裏や木の陰に生息していますので

発見次第、捕殺するか殺虫剤などの駆除をお願い

します。 

※幼虫は家庭用のスプレー式の殺虫剤を使用す

ることで、死滅するか弱らせることができま

す。  
 

現在(６月初旬)の状態 
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17 内科午後休診（ 3

　　ＴＯＷＮ　　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 2014 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。

10 (火) 楽笑体操教室（９:30～ 保健福祉センター） 26 (木)

乳児健診（13:00～　こども館）

11 (水) 三笠山大学講演と落語「わらいと健康」（10：00～　公民館） 27 (金) 乳幼児お誕生会（10：30～ こども館）

内科午後休診（町立病院） 絵本の読み語り（15：30～ こども館）

12 (木) がん検診ツアー（７:45～ 保健福祉センター）　　 28 (土) 劇団すぎのこ人形劇（10：00～　図書館）

おはなし会（14：00～　図書館）

13 (金) 絵本の読み語り（15：30～ こども館） 29 (日)

14 (土) おはなし会（14：00～　図書館） 30 (月) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

戦没者慰霊招魂祭　前夜祭(18：00～　忠魂碑境内) （７:00～８:30　中和地域ｾﾝﾀｰ）

15 (日) 戦没者慰霊招魂祭　本祭(10：00～　忠魂碑境内) 7月 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

1 (火) （６:30～10:00　公民館）

折り紙で遊ぼう(15：30～こども館)

16 (月) 2 (水) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（７:00～８:00　松岡地域ｾﾝﾀｰ）（９:30～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

外科午後休診(町立病院）

17 (火)(火) 内科午後休診（町立病院）町立病院） 3 (木)(木) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診結核 肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

家庭菜園の土作り教室(13：30～ 農想塾) （７:00～７:30　三和地域ｾﾝﾀｰ）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

折り紙で遊ぼう（15：30～ こども館）

18 (水) 外科午後休診(町立病院） 4 (金) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

（７:00～７:30　大成寿の家）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

乳幼児身体測定（10：00～ こども館）

19 (木) 縄跳び記録会（15：30～ こども館） 5 (土) おはなし会（14：00～　図書館）

20 (金) 和寒小学校開校記念日（休校） 6 (日) 第53回町民大運動会（９：00～　総合運動公園広場）

親子遊び体験（10：00～ こども館）

児童館料理教室（10：00～ 保健福祉センター）

21 (土) Ｂ＆Gプールオープン(９：00～　Ｂ＆Gプール) 7 (月)

保育所運動会（９：00～　保育所）

公民館講座「ﾊﾝｷﾞﾝｸﾞﾊﾞｽｹｯﾄ教室」（13：00～公民館）

ポコ・ア・ポコおはなし会（14：00～　図書館） 8 (火) 楽笑体操教室（９:30～ 保健福祉センター）

22 (日) 「りんご」の湯（16：30～21：30　保養センター）

23 (月) 9 (水) 糖尿病教室（13:30～ 保健福祉センター）

内科午後休診（町立病院）

24 (火) 楽笑体操教室（９:30～ 保健福祉センター） 10 (木) 子育て講座「陶芸教室」(１０:００～こども館)

25 (水) 内科午後休診（町立病院） 11 (金) 結核・肺がん検診、特定健診、基本健診、後期高齢者健診

1.6才３才児健診（13:00～　こども館） （７:00～７:30　西和地域ｾﾝﾀｰ）（９:00～10:00　保健福祉ｾﾝﾀｰ）

絵本の読み語り（15：30～ こども館）

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