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出初式サイレンの吹鳴 

   2014 年カレンダーを格安販売！カレンダーリサイクル市 

 粗大ごみの受け入れは平成 26 年５月を目途に 

●文芸誌名 「文芸和寒第 43 号」 
●応募資格 町民もしくは和寒町ゆかりのかた 
●作品内容 随想（4,000 字以内）詩・短歌・俳句（10 点以内） 
●応募方法 住所、氏名、サークル等に加盟している場合は団体名を明記し 

１月 27 日（月）までに教育委員会社会教育係までお寄せください。 

文芸和寒第 43 号 原稿募集 

狙いをさだめて スポーツ吹矢教室 
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NO.133

■詳しくは消防署和寒支署まで（℡32-2119） 

●日  時  平成 26 年１月８日（水） 
●日  程  ・整  列 － 消防庁舎前 （午後１時）  

  ・パレード － 市街地区  （午後１時 20 分） 
       ・分列行進 － 役場前   （午後２時） 

     ・式  典 － 恵み野ホール（午後２時 30 分） 

 消防では、１月８日（水）に出初式をおこないます。午後１時にサイレンを吹鳴し
ますので、火災と間違わないようご注意ください。 

社会福祉協議会では、カレンダーや手帳を格安で販売する『カレンダーリサイクル
市』を開催します。各種カレンダーや手帳がたくさん揃いますので、ぜひ足をお運びく
ださい。 
また、ご家庭で不要のカレンダーなどありましたら提供をお願いします。 
なお、当日ボランティアクラブ手作りの豚汁・おにぎりの無料提供があります。 
たくさんの町民の皆さんのお越しをお待ちしています。 

※先日発行の社協だより 81 号にて開催日を『１月 14 日（火）』とお知らせしていまし
たが、下記の日時に変更となりましたのでお間違えのないようお願いします。 

●日 時  平成 26 年１月 15 日（水） 午前 11 時～午後２時 
●場 所  保健福祉センター「多目的ホール」 
●内 容  2014 年版 カレンダーや手帳類の格安販売 

■詳しくは和寒町社会福祉協議会まで（℡32-3666）

■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422）

リサイクルセンターでの粗大ごみの受け入れ再開は平成 26 年５月からです。それまで
の期間はご家庭での保管をお願いします。 
 また、リサイクルセンター前に粗大ごみを置いていくことは不法投棄の扱いとなりま
すのでご注意ください。 

１/８ 

(水) 

１/15 

(水) 

公民館では、豊かな心と潤いのある地域づくりを目指した文化活動の推進のため、町民文芸誌『文芸和
寒』を発刊します。 
 みなさまの寄稿をお待ちしています。 

■詳しくは教育委員会社会教育係まで（℡32-2477）

スポーツ吹矢和寒支部では、町民の皆さまを対象にスポーツ吹矢体験教室を開催します。 
スポーツ吹矢は、腹式呼吸を基本としたスポーツ吹矢呼吸法で、集中力や精神力が求められる一方、年齢

性別に関係なくどなたでも楽しむことが出来る手軽な軽スポーツです。多くのかたがたの参加をお待ちして
おります。 

■詳しくは和寒町スポーツ吹矢協会事務局 西村まで（℡32-4224）

●日 時  平成 26 年１月 19 日（日）、２月 16 日（日）、３月 16 日（日） 
      午前 10 時～正午 
●場 所  町民センター３階 大集会室（１月 19 日は２階 婦人研修室） 
●対 象  小中学生、高校生、一般 
●指導者  上級公認指導者 西村雄一ほか公認指導員・有段者４名 
●申込先  西村雄一℡32-4224、大石 宰℡32-4067、清水目 努℡32-2084 



10 (金) 親子遊び体験（10：00～　こども館） 10 26 (日) おやこっこ教室（10：30～　こども館）

ジュニアスキー教室（13：30～　東山スキー場） 10

10

11 (土) 冬休みおはなしかるた大会（14:00～　図書館） 11 27 (月) がん検診ツアー(７:45～　保健福祉センター）

11 冬期運動教室（13:30～　保健福祉センター）

11

12 (日) 成人式（15:30～　公民館恵み野ホール） 12 28 (火) 楽笑体操教室（９:30～　保健福祉センター）

12

12

13 (月) 13 29 (水) 外科午後休診（町立病院）

13

14 (火) 楽笑体操教室（９:30～　保健福祉センター） 14

冬期運動教室（13:30～　保健福祉センター） 14 30 (木) 縄跳び記録会（15：30～　こども館）

糖尿病教室（13:30～　保健福祉センター） 14

ジュニアスキー教室（18：00～　東山スキー場） 14

15 (水) 外科午後休診（町立病院） 15 31 (金) 図書整理休館（図書館）

ジュニアスキー教室（18：00～　東山スキー場） 15 乳幼児お誕生会（10：30～　こども館）

15

16 (木) 予防接種（ＭＲ・四種混合・ヒブ・肺炎球菌・三種混合・不活化ポリオ） 16 おはなし会（14:00～　図書館）

（14:00～　保健福祉ｾﾝﾀｰ） 16 1 (土)

16

17 (金) 人形劇鑑賞（10：30～　こども館） 17 2 (日) 元祖越冬キャベツの里　第25回わっさむ極寒フェスティバル

( ｶ ﾄﾘ ﾚ ﾞ ﾀ 横「大地の広場 )

　　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。

２月

2014

１月

17 (10:00～ ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ横「大地の広場」)

17

18 (土) ポコ・ア・ポコおはなし会（14:00～　図書館） 18 3 (月) 乳幼児豆まき（10：00～　こども館）

18 児童館豆まき（15：30～　こども館）

18 4 (火) 楽笑体操教室（９:30～　保健福祉センター）

19 (日) 和寒町長選挙投票日 18 ポコ・ア・ポコ赤ちゃんおはなし会（10:30～　図書館）

18 冬期運動教室（13:30～　保健福祉センター）

18 折り紙で遊ぼう（15：30～　こども館）

20 (月) 和寒小学校、中学校始業式 19 教育力向上講演会（18:30～　公民館恵み野ホール）

19 5 (水) 内科午後休診（町立病院）

20

21 (火) 冬期運動教室（13:30～　保健福祉センター） 20 6 (木)

折り紙で遊ぼう（15：30～　こども館）

22 (水) 内科午後休診（町立病院） 20 7 (金) 親子遊び体験（10：00～　こども館）

公民館講座　ｉPｈｏｎｅ講座～基本から応用まで～ 21

　　（19：00～　オーガニック珈琲と雑貨nido） 21

23 (木) 22 8 (土) おはなし会（14:00～　図書館）

22

22

24 (金) 親子遊び体験（10：00～　こども館） 22 9 (日) 冬のがん検診（７:00～　保健福祉センター）

公民館講座　インテスタージュ腸もみ講座 23

　　　（18：30～　公民館恵み野ホール） 23

25 (土) 第35回全道ジュニアクロスカントリー和寒大会 23 10 (月)

　　（８:30～　東山スキー場） 24

おはなし会（14:00～　図書館） 24

24

25

25
25
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