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主な内容

第16回どんとこい！わっさむ夏まつり　P２

笛と太鼓の音色に誘われて　Let’s 盆踊り　P３

新しい外国語指導助手　ハリソンさんが着任しました　P４

和寒中の選手が中体連全道大会で健闘！　５P

７月31日 全町老人クラブ交流会
踊ろう皆んな元気に百歳音頭(仲町シルバーホープ）



　７月29日（日）三笠山ふれあいのもりで、「ど

んとこい！わっさむ夏まつり」が開催され、町内

外から多くの家族連れが訪れました。

　10時オープンの「カブト虫王国」には今年も

1,000匹のカブト虫が用意され、９時ごろから人

が並び始め、長蛇の列ができました。また、「移

動動物園」や「木育体験」「縁日横丁」なども多

くの人で賑わい、飲食店や農作物が並んだマル

シェも大盛況でした。

　会場中央の焼き肉ガーデンでは和寒ジンギスカ

ンを楽しみ、ステージでは塩狩太鼓やＹＯＳＡＫ

ＯＩソーラン、チアリーディング、ジャズバンド

の生演奏、ジャグリングと盛りだくさんの催し

で、会場は大きな歓声に包まれていました。

第１６回
どんとこい！
わっさむ夏まつり

気温34°の真夏日　たくさんの来場者

わっ
さむ
で

夏

満喫
！
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外国語指導助手（ALT） ハリソンです

NICE TO MEET YOU

　カナダ出身のトム・ハリソンさんが８月８日来町し、町内小中学校の外国語指導助手に任命されま

した。和寒町に在住し、２学期から各学校で外国語の指導助手として勤務しています。これから様々

な場面で町民の皆さんとお会いすることがあると思いますので、気軽に声をかけてあげてください。

氏　　名
トム　ハリソン　 ベケット

TOM　HARRISON　BECKETT

生年月日 1992年１月６日（26歳）

国　　籍

カナダ

（ブリティッシュコロンビア州

　ニューウェストミンスター）

趣　　味

・絵を描くこと

・日本のアニメーション

 （宮崎駿さんのジブリアニメ）

ハリソンさんからのメッセージ
 I am Harrison Tom, a new foreign language teaching assistant. I came from New Westminster, 
Canada. I majored in biology at university. My hobby is art, especially painting. I am 
interested in Japanese culture. I am currently reading Haruki Murakami’s novels. 
I would also like to see Japanese festivals and theatre. My Japanese still has a 
ways to go, but I will do my best. I hope to get along with everyone. I look forward to 
working with you for the next year. 

（　和　訳　）

私は外国語指導助手、トム・ハリソン

と申します。カナダのニューウェスト

ミンスターから来ました。大学で生物

学を専攻していました。趣味は美術で

す、特に絵を描くこと。日本の文化に

興味があります。今、村上春樹の小説

を読んでいます。日本のお祭りや演劇

も見てみたいです。私の日本語はまだ

まだですが、頑張ります。皆さん仲良

くしてほしいと思います。これから一

年間、どうぞよろしくお願いします。

★

ニューウェストミンスター
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中体連全道大会で和寒中選手が健闘！
　７月 25 日から７月 29 日まで、中体連全道大会が全道各地で開催されました。各管内大会で出場権

を得た選手が全道から集まり、日頃の練習の成果を発揮しました。和寒中学校からは、管内大会を勝

ち進んだ３名の選手が出場し、それぞれ健闘しました。

　７月26日（木）～27日（金）まで、釧路市で

行われた北海道中学校柔道大会に、和寒中２年

杉澤　蓮
れん

くんが出場しました。大会では、見事

に勝ち進み、男子90kg超級で３位の成績を納め

ました。しかし、目標としていた全国大会出場

はかなわず、来年へ向けて目標を新たにしてい

ました。

　７月27日（金）～７月29日（日）まで江別市

で行われた北海道中学校水泳大会に、和寒中２

年　澁谷綺
き

星
ら

さんが出場しました。100ｍ自由

形及び200ｍメドレーの２種目に出場し善戦し

ましたが、惜しくも決勝進出はなりませんでし

た。来年に期待します。

記録：100ｍ自由形	 	 １分 09 秒 01

　　　200ｍ個人メドレー	 ２分 45 秒 73

　７月 25 日（水）から７月 27 日（金）まで函

館市で行われた北海道中学校陸上競技大会に、

和寒中３年　藤井望
も

恵
え

さんが出場しました。

　走高跳びの種目で出場した藤井さんは、

140cm の記録で、惜しくも決勝進出はなりませ

んでした。
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こんにちは　農業委員会です！
○第８回　農業委員会総会の会議結果は下記のとおりです。

　日時・場所　８月20日（月）13時30分　

　　　　　　　役場第２会議室

　出 席 委 員　12名

　議　　　件　１．土地の現況証明　3件

　　　　　　　２．農用地の借入れ協議　６件

　　　　　　　３．農用地利用現況調査に係る非農地の決定　15件

お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

和寒中卒業生たちも各種大会で活躍！

　８月 19 日 ( 日 ) 士別市で開催された第 73 回国民

体育大会ウエイトリフティング北海道ブロック予選

大会に出場しました。

　福本選手は、スナッチで 138 Ｋｇを挙げ大会新記

録を樹立しました。しかし試技終了後、足に痙攣を起こしてしまったため、ジャークでは国体出場ラ

インの130Ｋｇを挙げるにとどめ、２位の成績で国体出場を決めました。今年の国体は、10月５日(金)

から９日 (火 )福井県で開催され、自己記録の更新と優勝をめざします。

　がんばれ福本選手！

ウエイトリフティング

法政大学３年　福本 龍
りょう

馬
ま

選手

（字日ノ出）

　７月７日 (土 )から８日 (日 )に函館市で開催された

第 53 回全国高等専門学校体育大会北海道予選に投手と

して出場し、苫小牧高専、釧路高専を下し優勝しました。

　全国大会は宮崎県小林市で開催され、８月 22 日 ( 水 )

１回戦、九州・沖縄地区代表の久留米高専と対戦。初回

に２点を先制した旭川高専の先発は渡辺選手。持ち前の

粘り強いピッチングで相手の攻撃を封じていました。

　しかし、４対２で２点をリードして迎えた最終回。相

手に２点を取られ延長タイブレークに突入。10 回の表

に１点を取った旭川高専でしたが、その裏相手に２点を

取られサヨナラ負けとなってしまいました。

　勝利をつかみ取ることはできませんでしたが、最後ま

でマウンドに立ち続けた渡辺選手　ナイスプレー！

野　球

旭川高専４年　渡辺 勇
ゆう

志
じ

選手

（字南町）

バッティングでもチームに貢献した
渡辺選手
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場 所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容 金　額(円) 完成期限 受注者

大　成 大成道路路面改修工事
工事延長　L＝545ｍ
施工幅員　W＝6.75ｍ

12,582,000 10月31日 ㈱近藤組

三  笠
若草南２丁目通りバリアフリー
化工事

工事延長L＝132.66ｍ
施工幅員
W＝5.5ｍ＋1.5ｍ×2(両側歩道）

27,162,000 10月31日 ㈱コンドー興産

三　和 早苗橋長寿命化（修繕）工事 早苗橋橋長　L＝10.4ｍ 11,556,000 11月30日 ㈱近藤組

三　笠 三笠南自治会館雪害復旧工事
屋根下地補修、長尺カラーガルバリウ
ム鋼板葺 ｔ0.35 177㎡

3,909,600 10月31日 ㈱浜田組

塩　狩 塩狩峠記念館雪害復旧工事 テラス枕木取替 2,484,000 10月31日 ㈱浜田組

西　町 西町職員住宅外部改修工事 西町職員住宅外部改修工事一式 2,430,000 9月28日 ㈱橘組

三　笠 ３号道路路面改修工事
工事延長　L＝408.9ｍ
施工幅員　W＝ 5.0ｍ

14,310,000 11月2日 ㈱近藤組

三　笠
南６丁目通りバリアフリー化工
事

工事延長　L＝90ｍ
施工幅員　W＝5.5ｍ＋1.5ｍ（片側）

19,580,400 11月2日 ㈱近藤組

工事着工の状況

年 金 あ れ こ れ ～国民年金付加年金制度をご存じですか～

◆付加年金とは？
　老齢基礎年金の受給額（年額）は、40年間保険料を納めた満額の方

で779,300円ですが、老後により多くの年金を受けたいと考えている

方のために、付加年金制度があります。毎月の保険料に付加保険料を

上乗せして納付すると、老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。

◆加入できるのは
　国民年金の第１号被保険者と任意加入被保険者です。

　農業者年金に加入されている方は必ず付加年金に加入し、保険料を納めることになっています。

※ 国民年金基金に加入中の方や国民年金保険料の免除・猶予の承認を受けている方は加入出来ま

せん。

付加保険料額 　　　　

月額⇒400円

付加年金額 　　　　　

年額⇒200円×納付月額

　※保険料は国民年金保険料と同様、全額が社会保険料控除の対象となります　

◇付加年金納付額と受け取り額早見表

２年間で納めた

保険料と同額に

なり、その後は

お得です！

付加年金加入年数と保険料納付額 付加年金受給額（年額） ２年間で受け取る付加年金額

１年（400円×   12月）　　 4,800円⇒ （200円×12月）　　 2,400円⇒ 　 4,800円

10年（400円×120月）　  48,000円⇒ （200円×120月）　24,000円⇒   48,000円

20年（400円×240月）　  96,000円⇒ （200円×240月）　48,000円⇒   96,000円

30年（400円×360月）　144,000円⇒ （200円×360月）　72,000円⇒ 144,000円

40年（400円×480月）　192,000円⇒ （200円×480月）　96,000円⇒ 192,000円

お問合せ　日本年金機構旭川年金事務所（TEL0166-27-1611）又は、住民課お客さま窓口係（TEL32-2500）
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三角山放送局は札幌市西区から発信のＦＭラジオの放送局。
「月刊わっさむ」は、毎月第４火曜日午後２時から30分間の放送で、イベント情報や特産品情報
など、町民の方などが出演し発信している和寒町の番組です。

【放送を聴くには…】

次回の放送は…　９月 25日（火）、10月 23日（火）、11月 27日（火）、いずれも午後２時から

「三角山放送局」でホームページを検索いただくか、スマホなどは、無料アプリ「Listen Radio」などを使

うと便利です。過去の放送は和寒図書館にＣＤで保管しております。札幌市内（西区辺地域）で聴くには、

周波数 FM76.2MHz です。ぜひ聴いてみてください。

札幌三角山放送局　FM76.2MHz

５月の放送は、和寒のイベントやふるさと納税の返礼品として

も好評の、金子精肉店さんの「和寒ジンギスカン」

「辛さは３種類、お肉も３種類ですので、様々な組合せでお楽

しみいただけます。美味しさの秘訣は、タレだと思います。特別

な材料は使っていなく、作り方、配合で“和寒ジンギスカン”の

味を作り出しています。」苦労されているところは？と聞かれる

と「タレの作り方が同じにも関わらず、先代の作った味はいまで

も勉強になります。奥が深いですね。」と話されていました。

最後に、「和寒のイベントでも食べることができるので、是非

一度和寒町にお越し下さい。」とお話しされていました。

■５月22日　第86回の出演は…　金子精肉店 代表取締役 佐藤之宣さん

■７月24日　第88回の出演は…　全日本玉入れ協会 会長 袰田道悟さん

７月の放送は、９月２日開催の「全日本玉入れ選手権大会」

「誰でも一度は経験のある“玉入れ”を独自ルール化しまし

た。玉100個すべてをいち早くカゴに入れたチームが勝つという

タイムトライアル形式にしたスポーツです。道外からの参加もあ

り、まさに全国規模の大会ですが、初心者の方、老若男女問わず

気軽にできます。優勝賞金50万円です。他の順位にもたくさん賞

品を用意してお待ちしていますので、職場や地域、仲間同士など

でチームを組み、ぜひご参加ください。」と参加を呼びかけてい

ました。

■６月26日　第87回の出演は…　和寒町商工会青年部長 川西健吾さん

６月の放送は、7月29日に開催の「第16回どんとこい！わっさ

む夏まつり」

「和寒の伝統太鼓である塩狩太鼓から始まり、YOSAKOIソーラ

ンやジャズバンド生演奏などステージショーが盛りだくさん。例

年大人気のカブト虫一本釣りもありますよ。食べ物のコーナーに

は、焼き鳥、ビアガーデン、特産品コーナーなど、美味しいもの

がたくさん。会場内で和寒ジンギスカンを味わって頂くこともで

きますので、たくさんのご来場をお待ちしております。」と来場

を呼びかけていました。

「月刊わっさむ」毎月元気に放送中！
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B&G北海道ブロック・スポーツ交流交歓会「水泳の部」
地元開催で和寒町の子どもたちが大活躍！！

　８月５日（日）、和寒町Ｂ＆Ｇ海洋センタープー

ルで平成 30 年度Ｂ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ

交流「水泳の部」が開催されました。

　全道各地から 105 名の選手が集まる中、和寒町か

ら出場した５名が右上の大会成績のとおり、８種目

中６種目でメダルを獲得する大活躍を見せてくれま

した。

大会成績

澁谷　綺
き

羅
ら

（中２）

　中学生女子　自由形100m　　　　　　 優勝

　　　〃　　　バタフライ50m　　　　　優勝

澁谷くらら（小６）

　小学生女子（高学年）自由形50m　　　２位

　　　　　〃　　　　　平泳ぎ50m　　　優勝

栗山　由
ゆ づ き

葵（小５）

　小学生男子（高学年）自由形50m　　　24位

和久　　泰
ゆたか

（中２）

　中学生男子　　　　　バタフライ50m　７位

和久　穂
ほ の か

香（小６）

　小学生女子（高学年）背泳ぎ50m　　　２位

　　　　　〃　　　　　バタフライ50m　２位

夏休みはプールでenjoy!!

7/21 水中レク
（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　幼児から小学生まで 61 名が

参加した水中レクリエーション

大会では、水中玉入れや水中宝

探し、水中パン食い競争などで

遊びながら水に親しみました。

7/24 ～ 26 水泳教室
（教育委員会主催）

　64 名の小学生が参加した水

泳教室では、顔を水につけるこ

とができなかった子もビート板

で泳げるようになるなど、短い

間で成長が見られました。
7/27 少年少女水泳大会
（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　小学生 18 名が出場した水泳

大会では、それぞれの泳力に合

わせてビート板の部や自由形の

部に分かれ、自己ベストに挑戦

しました。

選手宣誓は和寒町の５名
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ちっちゃな夏まつり

今年で19回目を迎える「芳生苑」の夏まつりが、町

内のボランティアクラブ、ライオンズクラブなどの協

力により開催されました。

会場では焼きそばやイカ焼きなどの屋台メニューが

振る舞われ、施設入所者をはじめ、来場した入所者の

家族や子ども達は、暑い夏を楽しんでいました。
7/27
(金)

札幌で玉入れのＰＲ

札幌ビアガーデンの「ふるさと応援ＰＲステージ」

で玉入れ協会の協力のもと、和寒町の玉入れを実演し

てきました。また、会場にいたお客さんに１チーム10

名の２チーム対戦形式で玉入れを体験してもらい、参

加された方から「思ったより難しかったです。でもみ

んなが一つになれるから良いと思いました。楽しかっ

たです。」と玉入れの魅力・楽しさを伝えることがで

きました。

8/2
(木)

年に１度の交流会で親睦を深める

第26回全町老人クラブ交流会が公民館で開催さ

れ、約210人が参加し交流を深めました。

午前中は、21人に連合会功労者表彰の授与と

「新しい減塩の考え方」の講演を受けました。

そして午後からは、単位老人クラブごとにカラオ

ケ、寸劇、踊り、クイズなどを披露しました。

7/31
(火)

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

飲酒運転をしない、させない、許さない

北海道交通安全推進委員会の飲酒運転根絶キャ

ラバン隊が来町しました。

役場庁舎前にて交通安全関係者など約30名が参

加し、セレモニーが開催され、参加者を代表し

て、安全運転管理者協会和寒町支部の斉藤光男支

部長から飲酒運転根絶道民宣言をし、参加者全員

で飲酒運転根絶への意識を高め合いました。
7/26
(木)
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サイクリングイベント　和寒でひと休み

士別・和寒・剣淵・幌加内を会場に、60km・110km

に設定されたコースを走る「ぐるっとライド」が開催

されました。

参加者約170人が和寒町の景色を楽しんだほか、公

民館前の休憩所ではトマトジュースやメロンなど、和

寒町の特産品を味わい、ゴールへ向けて笑顔で出発し

ていきました。

8/4
(土)

自治会対抗野球大会　楽しく親睦

和寒町野球連盟主催の自治会対抗野球大会が行わ

れました。

昭和48年から続くこの大会は、お盆期間を利用し

帰省した方も出場できる「盆野球」とも言われる大

会。１年ぶりに顔を合わせる人もおり、野球を通じ

て地域間の親睦と交流が深まっていました。

結果は、優勝 若草自治会、準優勝 仲町自治会で

す。おめでとうございます。

8/12
(日)

大阪から移住体験

南丘森林公園で移住体験事業「カヌー体験」が

行われました。移住体験事業は、都市圏の方等に

和寒町の良いところを知っていただくために行っ

ており、今回は、大阪からご夫婦と小学生４名の

参加がありました。参加して「都会育ちの子供達

にとって、自然相手の体験は心の幹を太くしてく

れる。とても勉強になり、楽しかったです。今度

は冬にも来てみたいです。」と和寒町の自然を満

喫していました。

8/7
(火)

動き出しは本人から

介護技術講習会が芳生苑と健楽苑で開催されまし

た。

参加者は芳生苑の介護員など約80人で、講師は日

本医療大学の大堀准教授を招きました。

研修では、各地の現場で撮影した動画を活用し、

「できそうだと思うことはできるはず。」「声をか

けて、ひと呼吸、そして介助」などの助言をし、参

加者は理解を深めていました。
8/3
(金)
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健 康 メ モ 大腸がんを予防しましょう

【大腸がんとは？】
　大腸の粘膜にできる悪性の腫瘍です。大腸ポリープからがんに至る場合や正常な粘膜から直接が

んが生じることがあります。大腸がんの初期には、症状はなく、進行すると症状が現れます。

【大腸の粘膜】

【高脂肪食が大腸がんの要因に】
　肉や乳製品など脂肪の多い食事を

とると消化液の胆
たんじゅう

汁が分泌されま

す。大腸の中にいる細菌には胆汁を

発がん物質に変えてしまうものがい

ます。高脂肪食をたくさん食べると

胆汁がたくさん分泌され、発がん物

質が増えてしまいます。

　特に、北海道民は肉や乳製品の摂

取量が多い傾向がうかがえます（表

１）。

【野菜が予防のカギ】
　野菜には食物繊維が豊富に含まれています。食物繊維はほとんど消化されないため便の量が増

え、発がん物質を薄めることにつながります。また野菜には傷んだ細胞を修復する時に必要なビタ

ミンなども入っています（表２）。北海道民は目標量と比べて野菜の摂取量が少ない現状です（表

３）。

【今年も受けて　また安心】
　大腸がんの検査は、２日分の便を容器に入れて提出するだけの簡単な検査です！ぜひ保健福祉セ

ンターへお問い合わせ下さい。

� 【保健師　後藤　汀那未】

【進行すると現れる主な症状】

●�便秘や下痢を繰り返す

●�血便

●�便が細くなる

●�腹痛やお腹が張る

表３　野菜の目標量と北海道の摂取量

野菜摂取量

目標量 350ｇ

北
海
道

男　性 34位�276ｇ

女　性 13位�280ｇ

長
野
県

男　性 １位�352ｇ

女　性 １位�329ｇ

参考：平成28年国民健康・栄養調査

表１　47都道府県の食品購入ランキング

食品 北海道の順位

肉 第１位�/�47

ソーセージ
ベーコン

第１位�/�47

バター 第７位�/�47

チーズ 第６位�/�47

参考：家計調査
　　　（食品ランキング2014～2016平均）

表２　野菜に含まれる栄養素と働き

栄養素 働き

食物繊維 便を増やし、発がん物質を薄める

ビタミンＡ
ビタミンＣ

葉酸
傷んだ細胞を修復する時に必要

脂肪の多い食事

　　→
胆汁が分泌される

　　→大腸の細菌が

発がん物質に変える

大腸がんに
なりやすくなる！
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和寒町芸術文化公演会

　８月８日(水)、公民館恵み野ホールで世界

的ダンスパフォーマー「EBIKEN」こと蛯名建

一さんの映像とダンスを組み合わせたステー

ジが披露され、約200人の観客を驚かせてい

ました。「鳴呼ワットサム」との共演も行わ

れ、観客と一体となりマイケルジャクソンの

「スリラー」を踊りました。

バッティング練習

奥山町長が激励訪問

　８月10日(金)、総合体育館で、札幌交響楽団

と音楽家の宮
みやがわ

川彬
あき

良
ら

さんが指揮やピアノを担当

しコンサートを開催、会場に集まった約400人

の観客を魅了しました。宮川さんが作曲したＮ

ＨＫテレビ小説「ひよっこ」のオーケストラア

レンジなどを演奏し、曲の間には宮川さんの音

楽豆知識なども披露、ユーモアある語りで観客

を楽しませました。

　８月13日（月）、町営球場でＪＲ北海道硬式野球ク

ラブ少年野球教室が開催されました。教室には、和

寒、剣淵、士別から52名の子どもたちが参加し、ＪＲ

北海道の選手やコーチ約30名から守備やバッティング

などの基礎を教わりました。子どもたちからは「楽し

く野球を学ぶことができてよかった」と感想があり、

ＪＲ北海道の狐塚監督からは「今日教わったことを継

続することで野球は上手くなる」と激励のメッセージ

がありました。

←ピッチング練習

捕手の送球練習→

「E
エ ビ ケ ン

BIKEN」THE ENTERTEINMENT TOUR 2018 北海道

札幌交響楽団和寒公演～アキラさんのモダンコンサート～

ＪＲ北海道硬式野球クラブ少年野球教室
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図書館へいこう！図書館へいこう！
話題の新着本

『大人は泣かないと思っていた』

� 寺地 はるな /著

時田翼32歳、農協勤務。大酒呑みで不

機嫌な父と二人暮らしで、趣味は休日

の菓子作り。そんな翼の日常が、庭に

現れた“ゆず泥棒”との遭遇で動き出

す──。

『ツキマトウ

警視庁ストーカー対策室ゼロ係』

� 真梨 幸子 /著

ふとした日常の違和感、感情の掛け違

いから、妄執に取り憑かれていく男女

たち。詐欺、ストーカー、リベンジポ

ルノ、盗撮…。「愛」という大義の下

の暴力をあぶり出す。

『スケルトン・キー』�道尾�秀介/著

19歳の僕は、週刊誌記者の危険な仕事

を請け負っている。心拍数を上げてな

んとか“まとも”でいるために…。予

測不能の展開が待ち受けるブラックサ

スペンス。

『咳をしても一人と一匹』

� 群�ようこ /著

御年19歳の“しい”は、ご近所最強の

メスネコとして、オスネコと渡り合っ

ていた。老猫との生活を、時に辛辣

に、時にユーモラスに描いたエッセ

イ。

『切なくそして幸せな、

タピオカの夢』

� 吉本 ばなな /著

人生は一度だけ。なるべく幸せでいた

方がいい。なるべく愛する人と、おい

しく食べた方がいい-。著者本人の体

験を元に描かれた傑作エッセイ。

『大ぼら吹きの城』� 矢野 隆 /著

城下町で初めてみた美しい女性に求婚

し、戦場では命を惜しみ逃げ回る。信

長からは、禿げ鼠と誹られる男。嫁も

出世も、城すらも法螺で摑んだ男は、

なぜ強者や信長をも惹きつけたのか。

『スタンドアップ』��五十嵐�貴久/著

警視庁捜査一課刑事の宇田川の同期、

特殊班の女刑事が音信不通となった。

かつて公安にいた同期と同じように

…。

『ポストカプセル』� 折原�一 /著

ラブレターが、遺書が、脅迫状が、

礼状が、文学賞の受賞通知が、15年

遅れで届いたら? 心温まるはずの善

意の企画の裏に、驚愕の真相が…。

騙りの名手によるミステリー。

今月のBEST本（７月の貸出回数上位本）

9・10月のイベント情報

9/8　14:00～　おはなし会

9/15�14:00～　おはなし会

9/22�14:00～　マスクプレイ・オペレッタ

　　　　　　　「ふしぎなきき耳ずきん」

9/29�14:00～　おはなし会

10/6�14:00～　おはなし会

劇団バクの

マスクプレイ・オペレッタ

「ふしぎなきき耳ずきん」
全国で活躍中の劇団バクがやって

くる！等身大の人形たちが歌い踊

る迫力いっぱいの舞台です。

2018上半期
芥川賞・直木賞 そろえています！

　芥 川 賞　
『送り火』� 高橋�弘希著

東京から山間の町に引越した中学３年

生の歩。級友とも、うまくやってきた

はずだった。あの夏、河へ火を流す日

までは…。

　直 木 賞　
『ファーストラヴ』� 島本�理生 /著

多摩川沿いを血まみれで歩いていた女

子大生・環菜。彼女は、父親を、その

勤務先である美術学校で刺殺したとし

て逮捕されるが…。裁判を通じて明ら

かにされる家族の秘密とは?
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士別警察署かわら版
秋の全国交通安全運動の実施

～反射材　自分をアピール　防ぐ事故～
(1)　｢秋の全国交通安全運動｣が実施されます！

　○運動期間　９月21日(金)～

９月30日(日)の10日間

　○運動重点

・�子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢

運転者の交通事故防止

・�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中

の交通事故防止故防止

・�全ての座席のシートベルトとチャイルド

シートの正しい着用の徹底

・飲酒運転の根絶

(2)　交通事故防止のポイント

　○ドライバーの皆さんへ

　夕方から夜間にかけて、歩行者や自転車

の見落としや発見遅れによる交通事故を防

ぐために、対向車や前方に車がいない時

は、ライトをハイビームに切り替えましょ

う。特に、右から横断してくる歩行者に注

意をしましょう。運転する前に、同乗者全

員がシートベルトとチャイルドシートを正

しく着用しているか確認しましょう。

　○歩行者の皆さんへ

　横断前に左右をよく確認しましょう。外

出する時は、明るい服装や反射材を身に付

けましょう。

(3)　知っていますか？北海道自転車条例！

　○�自転車に乗るときは、子供はもちろん大人

も乗車用ヘルメットをかぶり、夜間は自

転車の側面に反射器材をつけるようにしま

しょう。

問い合わせは士別警察署まで。

士別警察署　㈹２３－０１１０

■人の動き　　　　　　７月末現在

人　口　　３，４２０人（△１人）

　男　　　１，６０１人（△１人）

　女　　　１，８１９人（±０人）

世帯数　　１，６８９戸（△１戸）

（　）は前月比

出生　０人　　死亡　４人

転入　５人　　転出　２人

■お悔やみ申し上げます

	 	氏　名	 　年齢	 住　所

大盛　君子さん　　　87歳　　　　芳生苑

小原　　榮さん　　　93歳　　　　大　成

袰田　フヨさん　　�105歳　　　　芳生苑

■編 集 後 記■

　気象庁発表の統計では、台風が１番発生して

いる月は９月だそうです。気象情報に充分注意

し被害の防止と軽減を心がけたいものです。

　台風で停電になることも予想されます。防災

ラジオは電池でも聞けますので、単３電池を３

本用意しておくことをオススメします。�（渡）

和	寒	町

▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
� ７月分　323件　計�3,520万円
▼５万円　亡母の葬儀に際し　まちづくりに
　　　　　筒　井　のり子さん（石狩市）

社会福祉協議会

▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　大　盛　さち子さん（西　町）
▼５万円　亡母の葬儀に際し　　　　　　
　　　　　袰　田　福　松さん（日ノ出）

芳生苑・健楽苑

▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　大　盛　さち子さん（西　町）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　袰　田　福　松さん（日ノ出）

＝寄　贈（芳生苑）＝�タオル・野菜他
▼ひまわりＯＢ体操クラブ（西　町）
▼下　井　トミ子さん（三　笠）
▼西　田　秀　雄さん（中　和）
▼松　本　千賀子さん（中　和）
▼明光寺　笠　嶋　彰　英さん（西　町）
▼伏　見　豊　治さん（中　和）

＝慰　問（芳生苑）＝
▼葉月ボランティア（抹茶提供）
▼喫茶ルームボランティア（コーヒー提供）
▼明光寺子ども会（手話歌と交流）
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広 報 わっさむ

杉澤　蒼
そう

くん　《H29.8.18生まれ》
　日ノ出　杉澤　暁さん・李菜さんの四男

こんにちは！ 

ぼくの名前は「そう」です。 

まだハイハイだけど、毎日あっちこっち冒険しているよ。 

好きなものは、おふろ♥️　水がかかってもへっちゃらなんだ。

すごいでしょ！ 

こんなぼくだけど、みんなよろしくね♥️

「和寒ふるさと写真館」

祭典　樽みこし（昭和37年）

三浦文学でフットパス　～塩狩峠から夫婦岩の道～
　８月11日(土)町内外から集

まった24人が、塩狩峠記念館

から夫婦岩をめざしました。

前日までの雨で、足場がよく

ない状況でしたが、道すがら

三浦文学のガイドに耳を傾け

ながら散策を楽しみました。

　フットパス終了後には、ふ

れあいのもりで和寒ジンギス

カンを堪能し、参加者は山の

日を満喫していました。

７月中交通事故状況 （７月末現在）

発生件数
人 身　　１件（　　４件）

物 損　　６件（　６３件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ２人（　　９人）

道内での死者 １３人（　７５人）

（　）内は30年累計

交通事故死ゼロ日数　６４５日
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