
７月16日（土）第26回道北日報旗争奪
　　　　　　　士別地区スポーツ少年団交流野球大会（町営球場）

11年ぶりの地元優勝!!　和寒野球スポーツ少年団

自然の恵み野　わっさむ町 ２０１６
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確認じゃ！２ つの給付金。
対象者の方は
さらに確認じゃ！

障害・遺族年金受給者向け給付金を受けるには
対　象　の　方

・左記の『臨時福祉給付金』の受給対象の方

・平成28年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給されている方

※ただし、今年５～６月頃に高齢者向け給付金（30,000円）を受給され

た方は対象外です。

受　　　給　　　額
１人につき　３０，０００円

※左記の『臨時福祉給付金』と併給できます

「振り込め詐欺」や
「個人情報・マイナンバーの詐取」
にご注意ください！

　市町村や厚生労働省が『臨時福祉給付金』や『障害・遺族年金受給

者向け給付金』で、皆さんに銀行・コンビニなどの現金自動支払機

（ＡＴＭ）の操作をお願いすることは、絶対にありません。

　そのような電話や郵便、メールがあった場合には、ただちに保健福

祉センター（32-2000）または警察（110）にご連絡ください。

■お問い合わせ：保健福祉課福祉係　TEL 32-2000

障害・遺族年金受給者
向け給付金
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確認じゃ！２ つの給付金。
今年も
確認じゃ！

臨時福祉給付金を受けるには
対　象　の　方

・平成28年１月１日時点で和寒町に住民票がある方

・平成28年度分の町民税（均等割）が課税されていない方

※ただし、課税されている方の扶養親族になっている場合や、生活保護

を受給されている方は対象外です。

受　　　給　　　額
１人につき　３，０００円

手 続 き の 方 法

８
月
中
旬
～
10
月
下
旬

役場から、町民の皆さんに給付金に関するお知らせを郵送します。

給付金の対象になると思われる方は、お知らせに同封した『申請書』に必要事

項を記入・押印、必要書類を添付し、保健福祉センターまたは役場１階お客さ

ま窓口に、ご持参または郵送してください。

申請内容を審査のうえ、支給要件に該当される方に決定通知書を送付します。

後日、ご指定の口座へ給付金を振り込みます。

支給要件に該当しない方には、該当しない旨の通知書を送付します。

平成28年度
臨時福祉給付金
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候補者別得票数（届出順）

候補者氏名 得票数 候補者氏名 得票数

かきき　克　弘 401 森　　　つねと 133

当 はちろ　吉　雄 451 森山　よしのり 21

当 長谷川　　　岳 548 中　村　　　治 17

水　越　寛　陽 11 飯　田　佳　宏 18

佐　藤　和　夫 36

当 徳　永　エ　リ 586 無効票 145

第24回参議院議員通常選挙

投・開票結果
投票結果

選挙区� （３年前との比較）

　投�票�率　　75.67％（△0.85％）

　有権者数　　3,128人

　投票者数　　2,367人

（うち期日前　1,359人　43.45％）

比例代表� （３年前との比較）

　投�票�率　　75.67％（△0.85％）

　有権者数　　3,128人

　投票者数　　2,367人

（うち期日前　1,359人　43.45％）

開票結果 選挙区結果

政党等の名称 得票数 うち名簿登載者得票総数（20票以上得票者）

社 会 民 主 党 60 6

国 民 怒 り の 声 17 6

お お さ か 維 新 の 会 32 8

公 明 党 412 236 よこやま信一234票

日 本 共 産 党 184 20

幸 福 実 現 党 9 2

自 由 民 主 党 737.999 254.999
足立としゆき27.771票、進藤かねひこ42票
とくしげ雅之85票、藤木しんや33票

新 党 改 革 9 2

日本のこころを大切にする党 14 6

生活の党と山本太郎となかまたち 19 1

民 進 党 711 155 えさきたかし93票

支 持 政 党 な し 20 3

無 効 票 142 -

※あん分の際に切り捨てた票数があるため、得票数と投票者数は一致しません。

比例代表結果
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　平成28年６月27日（月）札幌市で、公益社団法人北海道観光振興機構（以下

「機構」という。）から、観光振興功労表彰（特別団体表彰）が授与されまし

た。

　観光振興功労表彰は、平成27年度に機構の助成を受けて旅行商品づくりや広域

連携による観光客の受入体制整備に取り組んだ39団体の中から、特に優良な取組

をおこなった２団体を機構が表彰するもので、和寒町着地型観光推進協議会（奥

山　盛会長）の「カボチャ」や「ペポカボチャ」、「和寒越冬キャベツ」などナ

ンバーワン・オンリーワンの食資源を活用した新たな旅行商品づくりの取組が、

観光振興に大きく貢献したと評価され表彰を受けました。

着地型観光推進協議会 観光振興功労表彰（特別団体表彰）

　平成28年６月30日（木）から７月３日（日）に埼玉県所沢市で開催された

第29回全国ラージボール卓球大会　女子シングルス50代Ｂクラスに、和寒卓

球協会（工藤昭会長）所属の水口香代さんが初出場し、見事準優勝の快挙を

成し遂げました。

　決勝では愛知県の選手と対戦し、１セット目を先取したものの続く２・３

セットを惜しくも落としてしまいました。

　水口さんは週１回の練習の他、剣淵町や旭川市の練習に出向くなど精力的

に技術向上に取り組み、その努力が今大会で結実しました。

　卓球にあまり詳しくない人には馴染みのない「ラージボール」とは、普通

の白い硬式球より直径が４ミリ大きく、オレンジ色の球です。サイズが大き

い分空気抵抗も大きくなり、硬式球に比べてラリーのスピードが落ちます

が、途中でブレーキがかかるような大きな変化をかけることができ、ラバー

も摩擦の大きいものが使われています。

　水口さんは、「今回は初めてでわから

ないこともあったが、来年はＢクラス優

勝をめざしてがんばりたい」と意気込み

を語り、この日も練習に打ち込んでいま

した。

水口香代さん　卓球全国大会で準優勝

銀メダルを手にする
水口さん　　　　　

左が白色の硬式球(40mm)
右がオレンジ色のラージ
ボール(44mm)

　町立病院で実施している禁煙治療に挑戦していた松本実さん（字三笠）が、数

週間に及ぶ治療を終え、無事修了証を手にされました。

　町では今年度から、町立和寒病院で禁煙外来を受診して修了証を受けられた方

に、その治療費用の１/２（上限１万円）を助成する制度を始め、松本さんはそ

の第１号になりました。

　禁煙の効果は、仮に長年喫煙していても一定期間禁煙期間が続くことで、肺が

ん等の死亡率が非喫煙者と同じくらいに下がる。あるいは慢性閉塞性肺疾患（Ｃ

ＯＰＤ）の場合は、禁煙が早ければ早いほど病気の進行を遅らせるといった事実

が確認されています。

　喫煙している方の健康以外にも、近くにいるご家族等を受動喫煙（喫煙による

タバコの煙を周囲の非喫煙者が吸い込むことで健康被害を受ける）から守ること

も大切です。町では受動喫煙を防止するため、平成26年６月に基本指針を策定

し、公共施設での禁煙や分煙対策を講じています。

　家族の勧めで禁煙に踏み切ったという松本さんですが、「おそらくもう二度と

吸わないと思います」と、決意を新たにされていました。

禁煙治療費助成第１号！あなたもぜひ挑戦しませんか？

禁煙に成功し、笑顔
で修了証を受け取っ
た松本さん
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■お問い合わせ：保健福祉課福祉係　TEL 32-2000

　本年４月１日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」が

施行されました。

　この法律は、「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。障がい

のある人への差別をなくすことで、障がいの有無にかかわらず共に生きる社会をつくることをめざし

ています。

「障害者差別解消法」が施行されました

●「不当な差別的取り扱い」とは
　障がいのある人に対して、サービスの提供

を拒否したり、制限や条件を付けたりするな

ど、障がいのない人と違う取り扱いをするこ

とが「不当な差別的取り扱い」になります。

＜不当な差別的取り扱い＞の例

障がいを理由にサービスの提供や入店

を拒否するなど。

●「合理的配慮」とは
　障がいのある人が困っているときに、その人

の障がいに合った必要な工夫ややり方をするこ

とを合理的配慮といいます。何らかの配慮を求

められた場合は、負担になり過ぎない範囲で、

やり方の配慮をおこなうことが求められます。

　配慮をおこなわないことで、障がいのある人

の権利利益が侵害される場合も差別になります。

＜合理的配慮＞の例

筆談や読み上げなど障がいの特性に応じた

コミュニケーション手段で対応するなど。

●「障害者差別解消法」で守らなければならないこと
不当な差別的取り扱い 合理的配慮

行政機関

（役場など）

 

不当な差別的取り扱い

が禁止されます。

 

障がい者に対し、合理

的配慮を行わなければ

なりません。

民間事業者

（会社・店など）

 

不当な差別的取り扱い

が禁止されます。

 

障がい者に対し、合理

的配慮を行うよう努め

なければなりません。

禁止

禁止

法的
義務

努力
義務

●だれもが暮らしやすい社会へ
　この法律では、一般の人が個人的な関係で障がいのある人と接する場合についての義務や罰則はあ

りません。

　しかし、障がいを理由とする差別をなくし、だれもが尊重しあい共生できる社会を実現するために

は、一人ひとりの心がけが必要です。まずは身の回りや日常の中で、特に障がいのある人にとって壁

となっているものがないか、振り返ってみましょう。
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まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

7/13
(水)

7/2
(土)

7/6
(水)

6/21
(火)

全町ナイターソフトボール大会開幕
和寒町ソフトボール協会（小原猛会長）主催の

第37回全町ナイターソフトボール大会が開催さ

れ、町内の職場や仲間が集まった６チームが優勝

めざして熱戦を繰り広げました。

新就業者の集い
今年新たに和寒町で就職した若者を対象に「新

就業者の集い」を公民館で開催しました。

和寒町体育協会事務局長　渡邊道太郎氏を講師

に「仕事とスポーツ」をテーマにセミナーを行い、仕

事に対する意識やコミュニケーションの方法、レクリ

エーションを交えたチームワークの実践をとおして、

初めて出会う同年代の輪を広げました。

夫婦岩までＧＯ！
教育委員会が主催するドキドキクラブ所属の小

学生24名が、公民館から夫婦岩のふもとまでサイ

クリングをし、夫婦岩までハイキングをしまし

た。

参加した子どもたちは、息を切らしながら夫婦

岩までようやくたどり着き、大きな岩々を見上げ

て歓声をあげ、山頂から見える和寒町の景色に達

成感を得ていました。

また、道中ではカエルや虫を見つけたり、鳥の

声を聴いたりと、山の中で様々な自然体験をする

ことができました。

安心・安全なまちを願って
士別市社会を明るくする運動実行委員会が本町

を訪れ、役場前で到着集会がおこなわれました。

集会では、「地域住民が協力して、安全で安心

な地域社会を築きましょう」と法務大臣のメッセ

ージが広富副町長に伝達されました。

参加した関係団体の方々は、安全・安心なまちを願

い、少年の非行防止に心をひとつにしました。
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7/14
(木)

7/16・17
(土・日)

7/14
(木)

7/13
(水)

「塩狩峠」一粒の麦 特別展開催中

連載開始から50周年を迎えた小説「塩狩峠」の

世界を感じられる、大型パネルや小説の原稿など

さまざまな資料を集めた特別展が開催中です。

８月は公民館で、９～10月は塩狩峠記念館で展

示しますので、ぜひ一度ご覧ください。

通学合宿～わっとさむスクール～
7/13～16の３泊４日で、通学合宿わっとさむス

クール（第Ⅰ期）が開催されました。

参加した19名の子どもたちは公民館で寝泊まり

しながら学校に通い、集団生活の中で決まりを守

る習慣をつくります。（写真は食後の片付け）

大人たちからの指導を経て、学習・読書習慣や

早寝早起きができるようになりました。

バイク操作の妙技競う
三笠山わっさむサーキットで、全日本トライア

ル選手権第５戦北海道大会が開催され、道内外か

ら78名のトップライダーが集結しました。

コースに設置された巨大な岩や障害物を次々と

クリアしていくライダーに、訪れた観客から熱い

声援が送られていました。

和寒が11年ぶりの優勝
第26回道北日報杯争奪士別地区スポーツ少年団

交流野球大会が町営球場で開催され、地元和寒町

野球スポーツ少年団が11年ぶり３回目の優勝を果

たしました。結果は以下のとおりです。

１回戦　和寒　６－１　士別九十九

準決勝　和寒　４－２　剣淵

決　勝　和寒　10－０　士別南（３回コールド）

　最優秀選手賞　斉藤　丈流さん（和寒）

中学校芸術鑑賞
公民館で中学校の芸術鑑賞がおこなわれ、ボーカ

ル３人グループのHoneyVee（ﾊﾆー ｳ ｨ゙ー ）がジャズソング
を披露しました。
一緒に歌いながら楽しめるコンサートで、生徒の何

人かはステージに上がり、リズムを刻みながら楽しく
共演しました。また、HoneyVeeのメンバーがプロの歌
手になった経緯を聞かせていただき、生徒たちは真
剣なまなざしを向け、キャリア教育としても良い鑑賞
事業となりました。
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受験種別 応 募 資 格 受付期間 試験日（会場）

一般曹候補生

（男女）

18歳以上27歳未満

(平成29年４月１日現在)
７月１日（金）～９月８日（木） 平成28年９月16日（金）（名寄）

自衛官候補生

（男女）

18歳以上27歳未満

(採用予定月の１日現在)
７月１日（金）～９月８日（木） 平成28年９月24日（土）（名寄）

航空学生

18歳以上(高卒・見込み含む)

21歳未満

(平成29年４月１日現在)

７月１日（金）～９月８日（木） 平成28年９月22日（木）（旭川）

航空学生

18歳以上(高卒・見込み含む)

21歳未満

(平成29年４月１日現在)

９月５日（月）～９月30日（金） 平成28年10月15日（土）（旭川）

自衛官等募集

■興味のある方は、お気軽に下記までご連絡ください。
　自衛隊旭川地方協力本部　名寄出張所
　住所　〒096-0011　名寄市西１条南９丁目45
　TEL　 01654-2-3921
　　※受験申込は、和寒町役場総務課でも対応します。

２号川から犬が救出されました

工事着工の状況

場所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容 金　額(円) 完成期限 受注者

西　和

福　原

西和・福原地区

営農飲雑用水施設

屋根外壁塗装工事

西和地区　屋根塗装  111㎡

　　　　　外壁塗装  112㎡

福原地区　屋根塗装 60.2㎡

　　　　　外壁塗装 74.7㎡　他

3,153,600 9月30日
㈱コンドー

興 産

日ノ出
東山スキー場

リフト改修工事
第１リフト減速機 分解整備 5,302,800 11月30日

㈱コンドー

興 産

日ノ出
農業活性化センター

ハウス施設整備工事
外装ポリカ波板張り替え等 4,536,000 10月28日 ㈱ 橘 組

三　和
三和南地区

不良排水路改修工事

施工延長　Ｌ＝543ｍ

V300トラフ布設　Ｌ＝451ｍ

管渠工φ450　Ｌ＝92ｍ

11,340,000 9月30日
㈱コンドー

興 産

菊　野
菊野東地区

不良排水路改修工事

施工延長　Ｌ＝349.6ｍ

U30Bトラフ布設　Ｌ＝319ｍ

管渠工φ450　Ｌ＝30.6ｍ

5,886,000 9月30日 ㈱ 橘 組

川　西 ７号道路改良工事
Ｌ＝100ｍ　Ｗ＝5.5ｍ

16線交差点手前208ｍ～16線間
19,137,600 11月10日 ㈱ 近 藤 組

東　町
東３丁目通り

バリアフリー化工事

Ｌ＝126.78ｍ

Ｗ＝5.5ｍ＋1.35ｍ×２（両側歩道）
21,556,800 10月8日 ㈱ 近 藤 組

７月12日の早朝、２号道路の用水路から出られなくなっていた犬が、散歩中の人や近所の方、３名

によって助けられました。引き上げられたときに首輪がはずれ、そのままいなくなってしまいまし

た。犬の赤い首輪と赤いリードは、役場でお預かりしています。

心当たりのある方は役場住民課（32-2422）まで連絡ください。
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話題の新着本

「老いも病も受け入れよう」　

瀬戸内寂聴/著

脊
せき

椎
つい

圧迫骨折で入院中にガンが見つか

り摘出手術、半年間寝込んだものの、

元気に復活した寂聴さんの力の源はど

こにあるのか? 闘病生活、リハビリ、

今の日常生活など、94歳でなお書き続

けられる若さと長寿の秘訣を綴る。

「横浜１９６３」　伊東潤/著

東京五輪直前の横浜で発生した連続殺

人事件。ハーフの日本人警察官・沢田

に捜査協力する日系三世の米軍ＳＰ・

ショーン坂口。やがて明らかになる驚
きょう

愕
がく

の真実とは…。

図書館へ行こう！図書館へ行こう！

８・９月のイベント情報

８/13　14:00～　おはなし会

８/20　14:00～　おはなし会

８/27　14:00～　夏のおはなし工作教室

９/３　14:00～　おはなし会

８/13(土)～14(日)古本市を開催します。

話題の新着ＤＶＤ

「アオハライド」

　980万部突破の大ベス

トセラーコミックスの映

画化！！日本を爽やかな

感動で包み込んだ青春ラ

ブストーリー。

「トイストーリー

謎の恐竜ワールド」

　大ピンチ！ここから脱出でき

るのか？どんな時も、たよりに

なるのが友だちだ！ウッディや

その仲間たちが繰り広げる痛快 

アドベンチャー。

「トイストーリー３」のその後

を描いた傑作スピンオフです。

展示情報
　ロビーにて原爆の絵展を開催します。

　８/16日(火)～18日(木)

（原爆の絵実行委員会主催）

今月のＢＥＳＴ本(６月の貸出回数上位本)

「犬の掟」　佐々木譲/著

東京湾岸で射殺体が発見された。蒲

田署の刑事は事件を追い、捜査一課

の同期刑事には内偵の密命が下る。

二組の捜査が交錯し、刑事の嗅覚が

死角に潜む犯人をあぶり出していく

…。

「あの日」　小保方晴子/著

真実を歪めたのは誰だ？ 研究者の

道が閉ざされたいま、STAP騒動の真

相、生命科学界の内幕、業火に焼か

れる人間の内面を、自身の弱さや未

熟さをもさらけだして綴った、小保

方晴子の衝撃の手記。

「遊園地に行こう！」

真保裕一/著

奇跡の復活をとげた遊園地ファンタシ

ア・パーク。夢を抱けない僕たちの前

に、魔女が現れた…。読めば元気が

出てくる、痛快無比のお仕事ミステ

リー。

「風の如く　高杉晋作篇」

冨樫倫太郎/著

多くの仲間を失い、幕府に大敗を喫し

た長州軍。外国の船が日本に攻め入ろ

うとしている危機的状況の中、高杉晋

作はある決意を固める…。

「全能兵器AiCO」  鳴海章/著

尖
せん

閣
かく

諸
しょ

島
とう

付近で日本の民間機と中国の

偵察機が原因不明の墜落事故を起こし

た。その裏には、各国がしのぎを削る

国産ステルス戦闘機開発プロジェクト

の影が…。
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抗体を用いた「がん免疫療法」
町立和寒病院　院長　山下　晃史

　今回は、がんが近い将来、ひとつの薬で克服されるかもしれないという夢のあるお話しです。

　それが抗ＰＤ－１抗体（ニボルマブ）と呼ばれる薬です。この薬はがん細胞を免疫の力を使って

撃退しようというもので、がん免疫療法に分類されています。

　免疫とは辞書的に言うと感染、病気、望まれない侵入生物を回避するために十分な生物学的防御

力を持っている状態です。地球上あらゆるものに、空気中にさえ、たくさんの病気を引き起こす

ウィルス、細菌、カビなどが存在しています。これらの病原体は常に体の中に侵入してくるので

す。体の中に侵入してきてもすぐに病気になるわけではありません。こうした病原体から体を守る

免疫を備えているからです。はしかやおたふくかぜに一度かかると、ほぼかからないなどとよく言

われます。次はかかりにくい、同じ病気を繰り返しにくいのも免疫の大切な働きです。

　免疫は免疫細胞と呼ばれる白血球の働きによって成り立っています。免疫細胞には、マクロ

ファージ、Ｔ細胞、キラーＴ細胞、Ｂ細胞、ＮＫ細胞などいろいろな種類があり、血液中に含ま

れ、全身いたるところに存在し、くまなく巡回し、常に病原体から体をまもっています。免疫細胞

には種類ごとに異なった役割があります。インフルエンザなどのウィルスが体内に侵入した時を例

にとって見てみましょう。

　まずマクロファージが現場に駆けつけて、ウィルスの情報を集

めます。マクロファージは、そのウィルスの情報を免疫の司令官

であるＴ細胞に伝えます。情報を受け取ったＴ細胞は、殺し屋の

キラーＴ細胞にウィルスに感染した細胞を探して、破壊するよう

に命令します。次にＴ細胞はＢ細胞に抗体を作るように指令しま

す。指令を受けたＢ細胞はそのウィルスに対する大量の抗体を作

り出しだします。

　この抗体が補体と協力して、ウィルスに感染した細胞を破壊します。このように様々な免疫を担

う細胞が協力して、ウィルスに感染した細胞を攻撃して、やがてインフルエンザが治ります。細菌

やがん細胞の場合はまた少し違っていますが、状況に応じて複雑に組み合わさり、病原体や異物と

戦い、体を守ってくれています。

　免疫機能が正常に働いている状態では、私たちの体は、がん細胞を病原体などに感染した自分で

はない細胞と判定して、Ｔ細胞という免疫細胞が主役となって、がん細胞を攻撃します。しかし、

がん細胞は免疫機能による攻撃を受けないようにＰＤ－Ｌ１という物質を作り出します。がん細胞

を攻撃するＴ細胞のＰＤ－１受容体と結合すると、がん細胞への攻撃をやめろという信号が発信さ

れます。こうして免疫機能にブレーキがかかり、Ｔ細胞はがん細胞への攻撃が出来なくなってしま

います。抗ＰＤ－１抗体はＴ細胞のＰＤ－１に結合して、がん細胞から作り出されたＰＤ－Ｌ１と

の結合を阻止することにより、免疫機能にブレーキがかからないようにして、Ｔ細胞のがん細胞を

攻撃する力を高めます。

　この最初の抗ＰＤ－１抗体薬は2014年９月に発売されました。試験の段階

でも、実際使われるようになっても大変良い成績が発表されています。今の

ところは、皮膚や肺のがんの一部にしか健康保険での使用は認められていま

せんが、今後はいろいろながんに使用できる様になっていくでしょう。さら

に抗ＰＤ－１抗体の新しい薬が発売されていく予定で、がんの治療は大きく

変わろうとしています。

無料日曜公証相談のご案内（要予約）

と　き　　平成28年８月21日（日）　９時～15時

ところ　　名寄公証役場（名寄市西１条南９丁目仲通）

内　容　　遺言、任意後見、離婚、尊厳死宣言、借地借家の賃貸借、

　　　　　定款・パスポート認証、知的財産権等の確定日付

※平日（９時～17時）も相談無料です。

　地域の集まり・老人クラブ・婦人会等の出前講座（無料）についてもご相談ください。

■お問い合わせ・予約：名寄公証役場　TEL 01654-3-3131 

相談無料
秘密厳守
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申込時期　上期（４～９月）は２月末、下期（10～３月）は８月末

申込時期　毎年２月末（その年の４月から翌年３月分）

年 金 あ れ こ れ ～国民年金保険料は口座振替が便利でお得～

こ れ か ら の 家 庭 教 育
　～子どもにどんな力を

付けさせるべきか～　

　現代社会は、街のいたるところがコンピュータであふれかえり、一昔前には想像もつかなかったこと

も当たり前にできる世の中になっています。パソコンやスマートフォン、家電製品は言うまでもなく、

日本が世界に誇るスーパーコンピュータ「京
けい

」は昨年末にその計算力が世界１位に認定されました。

　１秒間に１京回の計算ができる「京」の実力はどのくらいでしょうか。世界中の人（70億人）が電

卓を叩いて計算（１人１秒間に１回計算）すると、17日間不眠不休で計算してようやく終わるという

程のとんでもない計算量です。

　計算する力で人間はコンピュータに勝つことはできません。また、20年先の未来でコンピュータは

現在の職業のほとんどを奪ってしまうと発言している方もいます。例えば、大きなスーパーでは自分

で行うセルフレジも出てきました。昔と同じ教育では、子どもたちが未来の日本で生活していくこと

が困難になるかもしれません。

　文部科学省はこの現状を踏まえて「試験で点数を取る勉強も大切ですが、それだけではなくて問題

を発見して、みんなで協力しながら解決する為に計画を立てて、結果を予想して、しっかり実行する

力を付けることが大切です。」と言っています。

　試験の問題は必ず答えがあり、解き方も習います。しかし、将来複雑で変

化の激しい社会に出る子どもたちは、答えが決まっておらず解き方もわから

ない問題を練習して、社会人になっても活躍できるよう準備することが大切

なのではないでしょうか。

－和寒町青少年育成町民会議－

■お問い合わせ：役場住民課お客さま窓口係　TEL 32-2500

「安心」　　自動引き落としで納め忘れの心配がありません。

「便利」　　金融機関等に行く手間と時間が省けます。

「簡単」　　一度の手続きでＯＫ！手数料もかかりません。

「お得」　　早割・前納を利用してお得に納付できます。

平成28年度

国民年金保険料

１ヶ月　16,260円

早　割

普通は翌月末に納付するところを当月末に口座振替

月々50円（年間600円）の割引

前納(半年)

６ヶ月分ずつ口座振替

月々185円（年間2,220円）の割引

前納(１年)

１年分を一括で口座振替

月々約340円（年間4,090円）の割引

口座振替をご希望の方は、納付書または年金手帳と通帳、金融機関届出印をご持参のうえ、

ご希望の金融機関または旭川年金事務所、役場住民課へお申し出ください。

けっこうおトク

意外とおトク

ちょっとおトク
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ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました
■人の動き　　　　　６月末現在

人　口　　３，５７２人（△９人）
　男　　　１，６５０人（△４人）
　女　　　１，９２２人（△５人）
世帯数　　１，７１５戸（△２戸）

（　）は前月比
出生　０人　　死亡　３人
転入　１人　　転出　７人

■たんじょうおめでとう�

 　あかちゃん　　　お
おとうさん
かあさん　　住　所

長井　壮
そう

真
ま

くん　　健・ゆかり　　西　町

伏見　昊
こう

太
た

くん　　淳也・瑞季　　北　町

大瀨　奏
かな

帆
ほ

ちゃん　正嗣・有里　　三　笠

■お悔やみ申し上げます�
	 　氏　名	 年齢	 住　所
中山　勇男さん　　90歳　　　　　三　笠
目黒　紀明さん　　76歳　　　　　中　和
川　正美さん　　93歳　　　　　芳生苑

佐々木繁忠さん　　86歳　　　　　芳生苑

青塚　幸治さん　　89歳　　　　　大　成

和寒町

▼10万円　亡父の葬儀に際し、まちづくりに

　　　　　青　塚　　　貢さん（大成）

▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

　６月分　　77件　計　86万円

社会福祉協議会

▼５万円　亡父の葬儀に際し

　　　　　羽　柴　敏　行さん（中和）

▼10万円　亡父の葬儀に際し

　　　　　中　山　栄　一さん（三笠）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　目　黒　隆　子さん（中和）

▼５万円　亡母の葬儀に際し

　　　　　西　川　賢　一さん（中和）

▼５万円　亡父の葬儀に際し

　　　　　青　塚　　　貢さん（大成）

芳生苑・健楽苑

▼５万円　亡母の葬儀に際し

　　　　　西　川　賢　一さん（中和）

▼２万円　亡兄の葬儀に際し

　　　　　勝　野　芳　子さん（上川町）

＝寄　贈（芳生苑）＝　タオル他

▼加　藤　　　要さん（西和）

▼佐々木　　　了さん（三和）

▼西　村　美代子さん（東町）

▼西　川　賢　一さん（中和）

▼眞　嶋　秋　子さん（松岡）

▼澁　谷　眞　純さん（中和）

▼朝　日　和　義さん（川西）

＝慰　問（芳生苑）＝

▼草花の会（押し花作品展示）

▼文月ボランティア（抹茶提供）

▼喫茶ルームボランティア（コーヒー提供）

▼佐藤敏明さん他２名(歌・楽器演奏ボランティア)

▼釈尊奉賛会（花まつり）

▼人権擁護委員（思想普及活動）

士別警察署かわら版
北海道警察官募集

～平成28年度第２回警察官採用試験～
 ・願書受付
　　８月１日(月)から８月26日(金)まで
 ・試験日・試験地
　　９月18日(日)
　　旭川市、名寄市　ほか
 ・採用区分
　　Ａ区分(大卒)　　60名程度
　　Ｂ区分(高卒) 　190名程度
　　(昭和59年４月２日から
　　 平成11年４月１日までに生まれた者)
　詳しくは士別警察署またはお近くの交番、駐
在所までお問い合わせください。

士別警察署　TEL 23-0110

公共機関電話番号
和寒町役場（代表）　　　　　　　32-2421
　　お客さま窓口　（１　階）　　32-2500
　　住　民　課　　（１　階）　　32-2422
　　産業振興課　　（１　階）　　32-2423
　　農業委員会　　（１　階）　　32-2435
　　出　納　室　　（１　階）　　32-2420
　　総　務　課　　（２　階）　　32-2421
　　建　設　課　　（２　階）　　32-2424
　　議会事務局　　（３　階）　　32-2436
　　消防和寒支署　（１　階）　　32-2119
　　　　救急・火災の時は・・・・１１９

和寒町教育委員会　（北　町）　　32-2477
公民館　　　　　　
図書館　　　　　　（西　町）　　32-4646
総合体育館　　　　（三　笠）　　32-4470
保健福祉センター　（西　町）　　32-2000
保育所　　　　　　（三　笠）　　32-2242
こども館　　　　　（三　笠）　　32-3125
町立和寒病院　　　（西　町）　　32-2103
農業活性化センター（日ノ出）　　32-2010

バス予約（専用電話）　　　　　　32-2525
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広 報 わっさむ

白川部　瑞
みず

波
は

ちゃん《H27.８.22生まれ》
　三笠　白川部　高明さん・真依子さんの長女

　はじめまして、瑞波です。お父さんが付けてくれた名前、素敵でしょ♡
　私の特技は音楽に合わせて踊ること♪お母さんの鼻歌から時計のチャイム
まで何でもノリノリになっちゃうよ♪
　ベビーカーでのお散歩も大好き！最近「バイバイ」ができるようになった
ので、見かけたら手を振ってくださいね。

久保田　翔
しょう

陽
よう

くん《H27.８.３生まれ》
　三笠　久保田俊明さん・美香さんの長男

■編 集 後 記■
おそらく史上初の町民大運動会中止。

戸惑いながらも自治会役員が手分けして

各戸をまわり、何とか慰労会（？）を開催

することができました。

８月になり、短い夏もあとわずかです。

小中学生の皆さん、宿題は終わりました

か？私が子どものころは、毎年最後の数日

まで放置していましたが・・・� （三）

　こんにちは。ぼくの名前は「久保田翔陽」です。みんなからは「翔
くん」「翔ちゃん」「萬寿」と呼ばれています。
　ぼくはどこに行っても「パパそっくりだねぇ～!!」と驚かれるけ
ど、ぼくってそんなにパパに似てるのかな？
　これからご飯をいっぱい食べて、パパみたいにどんどん大きくなる
ぞ～!!

第１回どんとこい！わっさむ夏まつり（平成15年）
ＨＢＣラジオのＹＡＳＵさん＆ＭＩＫＡさんが登場

「和寒ふるさと写真館」

６月中交通事故状況 （６月末現在）

発生件数
人 身  　０件（　　０件）

物 損　　２件（　３３件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 １０人（　６２人）

（　）内は28年累計

交通事故死ゼロ日数　３８１日

歩道と車道の境目が目立つよう、２号

道路で赤白パイプを試験設置中です。
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