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塩狩峠記念館は今年で開館20周年
消費税対策プレミアム付商品券８月から申請受付開始
農村生活体験事業
～ようこそ自然の恵み野わっさむ町へ～
第28回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り
鳴呼ワットサム Ｕ-40 北海道知事特別賞を受賞
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仲間と力合わせて勝利をめざす
5月25日(土)和寒中学校体育祭

広報わっさむ

令和元年７月号
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三浦文学をより知っていただき、塩狩峠記念館に多くの方々にご来館していただくため、本年度は
これまで、来館者へのプレゼントイベントや一目千本桜花見ツアーを行ってきました。今後も様々な
イベントが行われますのでお知らせします。
★塩狩峠記念館の開館日時・・・４月から10月の午前10時～午後４時30分まで
11月は午前10時～午後３時30分まで
毎週月曜休館日（月曜日が祝日の場合は翌日が休館日）

塩狩峠記念館は
今年で開館 周年



８/10（土)
塩狩峠の道フットパス
「フットパス」とは、イギリスを発祥
とし、ありのままの風景を楽しみながら
歩くことができる小道のことです。
塩狩峠の作品世界と豊かな自然を感じ
てください。

１０月～
三浦綾子文学特別展示
特別展示を和寒町の塩狩峠記念館を始
め図書館、公民館等で行います。この機
会にぜひ、お近くの展示場所にお立ち寄り
いただき三浦文学に触れてみてください。

９/３（火）～９/29（日）
「塩狩峠」フェスタ

旭川市 三浦綾子記念文学館におい
て、和寒フェアを開催します。文学館２
階回廊で作品展示を行い、１階ホールで
和寒町の特産品販売を行います。９月27
日～29日には、特別販売も実施します。

20

２/２８（金）
塩狩キャンドルナイト

小説「塩狩峠」のモデルとなった長野
政雄氏の殉職した２月28日に、長野政雄
氏の顕彰碑前にアイスキャンドルを灯し
ます。

来館者からの声
平成最後の日、そして、この記念館の 20 周年の日に訪れることができて、とても感慨深いも
のを感じています。三浦先生の作品には、精神面で大きな影響を受けてまいりました。30 年程
前に塩狩峠を読んだ時に感動して１週間程、体が熱っぽくしびれていた事を覚えています。これ
からも先生の作品と共にこの記念館を後世に愛されることを祈念しています。
Ｍ・Ｍ
素朴な魂の一人が安分知足（高望みをせず自分の境遇に
満足すること）の人生を送るなか、ここで清らかな精神の
強さを感じます。10 代に感銘を受けた最初で色あせない
小説、私の少女の感性をここでも感じます。
（韓国語訳）
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練習の成果を発揮してがんばりました！

５月25日

６月２日

６月22日

中学校体育祭

小学校運動会

保育所運動会

広報わっさむ

令和元年７月号
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消費税対策プレミアム付商品券
8月から申請受付開始
趣

旨

 所得者・子育て世帯に対し、消費税率引上げによる影響を緩和
低
するため、プレミアム付商品券を販売します。

対象になる方

①令和元年度の町民税が非課税の方 （申請書(※Ａ)の提出が必要です）
※課税されている方の扶養家族になっている（生活の面倒を見てもらってい
る）場合や、生活保護を受給されている方は対象になりません。

②平成28年４月２日～令和元年９月30日までの間に生まれた子がいる世帯の世帯主の方
★申請書の提出は必要ありません。９月以降、順次引換券(※Ｂ)を送付します。
購入限度額

①の方：一人につき商品券５冊まで
②の方：３歳未満のお子さんの数×商品券５冊まで
商品券１冊(500円商品券10枚綴り額面5,000円)を4,000円で販売
4,000円×５冊(購入総額20,000円額面25,000円) 購入回数は５回まで
(プレミアム額は総額5,000円 プレミアム率25％)

手続きの方法
８月～
９月以降
月～

10

（上記①の該当になると思われる方はこちらをご覧ください。）

⑴ 広報誌７月号に折り込みの『プレミアム付商品券申請書』（返信用封筒も申請書と
合わせて折り込んでいます）に必要事項を記入・押印してください。
⑵ 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。
●商品券の購入
⑶ 申請内容を審査し、該当される方に｢決定通知書兼商品券引換券｣を自宅に送付します。
⑷ ｢消費税対策プレミアム付商品券｣は｢決定通知書兼商品券引換券｣を持参してご購入ください。
●商品券のご利用
⑸ ｢消費税対策プレミアム付商品券｣のご利用は令和元年10月１日～令和２年２月29日
までとなっています。

申請期間

８月１日(木)から11月29日(金)まで

販売期間

９月２日(月)から12月30日(月)まで

販売窓口

 健福祉センターまたは和寒郵便局
保
（申請窓口と異なりますのでご注意ください）

使用期間

10月１日～

(土日祝日を除きます)

令和２年２月29日まで

商工会で実施します『わっさむ活活商品券事業(プレミアム率20％)』も同時期に販売されま
す。消費税対策プレミアム付商品券の対象と思われる方は、プレミアム率がお得なこちらのプレ
ミアム付商品券を先に購入していただくことをお勧めします。

お問い合わせ：保健福祉課福祉係 ☎３２－２０００
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昭和37年4月2日から
昭和54年4月1日までの間に生まれた

令 和元
年
令和4年 度～
3月まで

男性に対し、風しんの追加的対策がはじまります！
最近の風しん患者の増加に対し、風しん抗体を十分に持たない一定年齢の男性に、抗体検査と予防
接種（臨時）を無料で行なうこととなりました。
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日の間に生まれた男性は、抗
体保有率が他の年代に比べて低く、最近の風しんの患者の中心であ
り、過去に予防接種の機会がなかった世代です。
クーポン券
イメージ図

【実施方法】

①クーポンが手元に届く
令和元年度はＳ47.４.２～Ｓ54.４.１の間に生まれた男性には７月中旬まで
にクーポン券が届きます。（翌年度以降は対象者全員に届きます）
上記以外の対象のかたで令和元年度の検査を希望されるかたは、お手数です
が保健福祉センターまでお申し込みください。

②ご希望の医療機関に予約する
抗体検査・予防接種は医療機関でのほか、職場の健診とあわせて受けることも可能
です。協力医療機関又は健診機関のリストは、厚生労働省ＨＰ等でご確認ください。
（町立和寒病院でも実施しています）

③抗体価検査を行う

抗体価
検査

※クーポン券、身分証明書を必ず持参してください。

抗体あり
抗体なし

終了
（風しんへの抵抗力があります）

予防接種を受けましょう

風しんとは？
感染者の咳やくしゃみ、会話などのしぶき（飛沫）を吸い込み感染します。小児では発
熱、発疹・リンパ節が腫れる等の症状がみられ、数日で治りますがまれに高熱や脳炎を
おこすことがあります。成人では高熱や発疹の長期化、関節痛など重症化の恐れの他、
妊娠中の女性が感染すると胎児に『先天性風しん症候群』を起こす可能性があります。
お問い合わせ

保健福祉課

保健係（電話３２－２０００）

お二人に
聞きました
和寒町の印象は？

山﨑さん

山﨑さん

生産 に つ い て は も ち ろ
ん、経営のことも考える
必要があるので、とても
頭を使う仕事だなという
イメージがあります。

農業のイメージは？

和田さん

人
間が生きていくのに欠
かせないものです。

Q2
山﨑さん

自
然を感じることのない
毎日に疑問を感じ、自然
の中で働き暮らす方法は
ないかと考えたのがきっ
かけです。

農業を体験したいと思った
きっかけは？

和田さん

以
前他町で農地の見学を
させていただいた際に
「やりたい仕事が見つか
らなければ、しばらく北
海道で農業をしてみれ
ば」と言われたことで
す。

この農業体験で楽しみなこ
と、不安なこと、学んでみた
いことは何ですか？

和田さん

山﨑さん

農作
 業だけでなく、物販
など様々なことを体験で
きるそうなので楽しみに
しています。農業に関す
ることはどんなことでも
学びたいです。

和寒町や北海道でやってみた
いことはありますか？

楽し
 みなこと・不安なこ
とは、初めての北海道暮
らし。学んでみたいこと
は、沢山ありすぎて書き
きれません。（笑）

Q4

和田さん

山崎さん

和寒
 町の皆さんと仲良く
したい。道内のまだ行っ
たことがないスポットを
巡りたいです。

地域
 のイベントに参加す
るなど、観光だけではな
く、暮らしているからこ
そできる体験をしてみた
いです。

Q5

空が広くて静かな町だな
という印象です。

どうぞよろしくお願いします！

和田さん

お気軽にお声がけください

静かな場所。不便そうか
なと思っていましたが、
コンビニもスーパーもあ
り意外と困らないです。

・趣味
ドライブ、旅行

・出身
大阪府泉佐野市
・趣味
旅行、スポーツ
音楽鑑賞
・出身
石川県金沢市

ゆうこ
やまさき
き
ゆ
み
だ
わ

Q3

Q1

和田 未有希さん 山﨑 裕子さん
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農村生活体験事業

～ようこそ！
自然の恵み野わっさむ町へ～

平成２年からスタートしたこの事業は、これまで26都
道府県から100名の方が参加されています。 今年は２
名の実習生が10月末までの５ヶ月間、農村体験研修施設
「ふれ愛の里」で生活をしながら、町内６戸の受け入れ
農家で農業実習を行い、町内の各種イベントに参加し、
和寒町のさまざまな魅力を体験する予定です。
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令和元年７月号

ひとり暮らしの方の不安を解消し、安心な毎日をお手伝いします。

高齢者安心見守り通報システム

ひとり暮らしの方などのご自宅に緊急通報装置を設置し、緊急事態（急病、火災など）が発生した
ときに、ご自身が通報端末や通報ペンダントのボタンを押す、またはガスや煙のセンサーの異常感知
により自動的に受信センターに通報するシステムです。
今年度からは、新たなシステムとして「携帯型システム」を用意しました。(月額利用料等2,800円
の自己負担が必要です）
受信センターは24時間・年中無休で対応します。
緊急事態の発生です！

２４時間・年中無休で対応

協力要請

出動要請
①緊急通報

②状況確認

わかりました︕

火災・救急
了解︕

協力員

た・す・け・て...︕

支援
防災センターとハンズフリー会話が可能
位置情報（GPS)発信
屋内屋外どこからでも利用が可能

お申込み・お問い合わせは保健福祉課福祉係（電話３２－２０００）まで

工事着工の状況
場 所

工

事

名

施

行

内

容

額(円)

完成期限

受注者

5,076,000

8月30日

㈱コンド-興産

L=545ｍ、
W＝6.75ｍ

13,284,000

8月30日

㈱近藤組

暗渠排水工525ｍ、
横断防止柵71ｍ、ユキヤナギ植樹一式

金

塩

狩

塩狩峠周辺整備工事

大

成

大成道路路面改修工事

三

笠

南６丁目通りバリアフリー化工 工事延長
事

L=111.53ｍ、
W＝5.5ｍ

17,820,000

8月30日

㈱近藤組

三

笠

公営住宅外壁等改修工事
（若草特公賃８年棟）

外壁塗装
屋上防水

アクリルリシン吹付
ウレタン防水 他

22,140,000

8月30日

㈱橘組

日ノ出
松 岡

14線道路路面改修工事

工事延長

14,148,000

9月20日

㈱近藤組

三

公営住宅外壁等改修工事
（ひまわり団地８年棟）

外壁塗装
屋根塗装

7,668,000

8月16日

㈱橘組

笠

工事延長

L=540ｍ、W＝5.5ｍ
アクリルリシン吹付
シリコン塗装 他

広報わっさむ

令和元年７月号
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今年度、40歳から65歳未満に課税される介護分について税率の改定を行いましたのでお知らせします。
◆新しい保険税率
医療分
後期高齢者支援分
介護分
（国保に加入するすべての方）
（国保に加入するすべての方）
（40歳以上から65歳未満の方）
改正前
改正後
所得に対して
4.6%
2.2%
0.7%
1.0%
固定資産税に対して
34.8%
15.2%
6.5%
8.0%
加入者１人当たり
20,000円
5,000円
4,000円
6,000円
１世帯当たり
22,000円
10,000円
4,000円
6,000円
区

所得割
資産割
均等割
平等割

分

世帯ごとの課税額は、７月初旬に発送の納税通知書をご確認ください
◆平成30年度に国保制度改革がありました
これまで国保は、各市町村が運営してきましたが、平成30年４月から北海道も保険者となる制度
改革がありました。これにより、各市町村は医療費の全額を北海道から交付されることになりま
したが、北海道から示される標準保険税率を参考に税率を定め、国保事業費納付金を北海道に納
めることになりました。今年度、安定的な運営を目指すため標準保険税率に近づけるよう、令和
元年度国保税の税率改定を行なうこととなりました。

保険証更新
《国民健康保険》
有効期限
交付年月日
適用開始年月日

北 海 道
国民健康保険
被保険者証

・国 民 健 康 保 険 証
を郵送します
・後期高齢者医療保険証
新しい保険証は桃色です

令和 2 年 7 月31日
令和元年 8 月 1 日
〇〇〇年△月△日

記号
氏名
生年月日
世帯主名
住所

和
番号 111111
和寒 花子
〇〇〇年〇〇月〇〇日
性別 女
和寒 太郎
北海道上川郡和寒町字□□□番地

保険者番号
交付者

０１１３１２
和寒町

限度額適用認定証は

自動更新されません

〇新しい保険証は７月下旬に
郵送します。届きましたら内
容をご確認ください。

限度額適用認定証は役場で
更新手続きをして下さい

〇有効期限満了の保険証は、
住民課保険医療係に返却する
か、ハサミ等で細かく裁断し
処分してください。

《後期高齢者医療》
後 期 高 齢 者 医 療 被 保 険 者 証
有効期限
交付年月日
被保険者番号

令和2年7月31日
令和元年7月1日

■限度額適用認定証

００００００００
上川郡和寒町字□□□番地

引き続き該当する方には

氏名

和寒 一郎

保険証と一緒に郵送します。

生年月日

〇〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇〇年〇〇月〇〇日

発行期日

〇〇〇年〇〇月〇〇日

一部負担金
の割合
保険者番号並び
に保険者の名称
及び印

有効期限
交付年月日
被保険者番号

住所

資格取得年月日

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

男

１割
３９０１４６４２
北海道後期高齢者医療広域連合

新しい保険証は橙色です

令和2年7月31日
令和元年8月1日

００００００００

住所

上川郡和寒町字□□□番地

氏名

和寒

生年月日

一郎

〇〇年〇〇月〇〇日

発行期日

〇〇〇年〇〇月〇〇日

適用区分

区分Ⅰ

長期入院
該当年月日
保険者番号並び
に保険者の名称
及び印

保険
者印
３９０１４６４２
北海道後期高齢者医療広域連合

新しい限度額適用認定証は緑色です
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年 金 あ れ こ れ

～年金額を増やすことができます～

◆国民年金には、任意加入制度と追納制度があり、

将来受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
任意加入制度～60歳以上の方も国民年金に加入できます
・希望される方は「60歳から65歳まで」の５年間、国民年金を納めることで、65歳から受け取る老
齢基礎年金の額を増やすことができます。
・また、年金受給資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで資
格期間を満たせば、年金を受け取ることができます。

※制度をご利用いただける方（次の１～４のすべてに該当する方）
１．日本国内に住所を有する60歳以上65未満の方（年金の資格期間を満たしていない場合は70歳
未満の方まで）※外国に居住する日本国籍をお持ちの方も加入できます。
２．老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
３．20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月（40年）未満の方
４．現在、厚生年金に加入していない方

追納制度～免除・納付猶予を受けた方も10年以内であれば
保険料を納めることができます
・老齢基礎年金の年金額を計算する際に、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は保
険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となりますが、免除等の承認を受けた期間の保険
料は後から納付（追納）することにより老齢基礎年金の年金額を増やすことが出来ます。
・追納した保険料は、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される場合があります。

※制度を利用する場合の注意点
１．追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。
（例

2019年４月分は2029年４月末まで）

２．承認等をされた期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
３．保険料の免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納
する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
■お問い合わせ：旭川年金事務所

TEL 0166-27-1611

こんにちは

または住民課お客さま窓口係

TEL 32-2500

農業委員会です！

○第６回 農業委員会総会
日時・場所 ６月19日（水）16時00分 役場第２会議室
出 席 委 員 14名（全委員出席）
議
件 １．農用地の転用贈与 1件
２．農用地の賃貸借 １件

お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

広報わっさむ
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～地域の話題をお届けします～

ウォーキングで健康増進
保健福祉センターで開催している楽笑体操教室で、近隣
の散歩を行ないました。今回は、中央公園と神社に行き、
つつじ鑑賞をしています。いつもは室内で運動を行なって

6/4

いますが、参加した20名は晴天の下、景色や交流を楽しみ

(火)

ました。

思いやりの大切さ育む
「人権の花」運動が和寒小学校で行われ、1年生25人
が人権擁護委員の打田幸江さん（三笠）と一緒に、マリ
ーゴールドをプランターに植えました。この運動は、法
務省が推進している運動で、花を育てることで命や思い
やりの大切さを育んでもらうためのもので、児童たちは

6/11
(火)

一株ずつ、丁寧に花の苗を植え付けていました。

次世代の選手育成に役立てて
スポーツ用品などを扱う㈱ゴールドウィンから、和寒町にク
ロスカントリースキー10台、ジャンプスキー６台が寄贈されま
した。寄贈のため来町した広瀬修一さん（士別市出身）は、旧
和寒高校スキー部に在席し、同社に入社後はオリンピック選手
との関わりも深く、今年４月から教育委員会に勤務している加

6/12

藤大平さんが、和寒町へ戻ったことがきっかけで寄贈いただく

(水)

こととなりました。

冥福と恒久平和を願う
戦没者慰霊招魂祭が忠魂碑前(保健福祉センター横) で、
執り行われました。会場には戦没者の遺族をはじめ、来賓
など約50名が参拝に訪れ、247名の戦没者の冥福とこれから
の平和を祈り献花しました。

6/15
(土)

6/19

カラダをほぐしましょう

(水)

わっさむフレンドパーク主催「ゆるトレ教室」が公民
館で開催されました。１回目は町内の女性11名が参加
し、普段使うことの少ない筋肉のストレッチや、腰痛を
緩和する体操などを行い、じっくりと自分の体をほぐし
ていました。教室は９月18日までの全９回開催予定。参
加料は１回300円、９回分のシーズンパスは1,800円。途
中参加も随時受付けていますので、詳しくは教育委員会
スポーツ振興係までお問い合わせください。
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新規就業者２人に奨励金
令和元年度新規就業奨励補助金の交付式が５月30日
(木)役場で、対象者２人が出席し行われました。
交付を受けたのは、2012年に和寒町に移住し、学びの
楽しさを共有する場「スタディコンシェル」をオープ
ンした字西町 藤井研三郎さん(45歳)と、自転車やロー
ドバイクなどを販売する「バイシクルショップ サイト
ウ」をオープンした字三笠 斎藤祐揮さん(27歳）。奥山
町長から奨励金を受け取り、藤井さんは「子どもやお母
さんたちが集う場所、変化していく教育環境を補完し、
楽しく学ぶ場所にしたい。」斎藤さんは「自転車が買え
て、整備もできる地域密着のお店にしたい。」とそれぞ
れ今後の抱負を語ってくれました。

写真左２人目から藤井さん、斎藤さん

生活や仕事のことでお困りの時は、気軽に相談ください
ここ数年、世の中が目まぐるしく変化して、はたらける人が急に仕事を失ったり、がんばっている
のになかなか生活が安定しなかったり、心配ごとや困りごとをかかえながら暮らしている方が少なく
ありません。「かみかわ生活あんしんセンター」では、さまざまな理由から生活に困っているかたの
相談にのるために、北海道上川総合振興局がつくった相談窓口です。
まずは、電話やメールで問い合わせをして、今ある課題を一つずつ解決していきましょう。
どういう人が対象？料金はいるの？
生活に困っている人が対象です。年齢制限はありません。相談は無料です。
予約は必要？
 ご相談はプライバシー保護の観点から、予約制とさせていただいております。
まずは電話・メールでおたずねください。
かみかわ生活あんしんセンター 旭川市豊岡１条２丁目１-16
★予約・問合せ先★

☎0166-38-8800 FAX0166-33-0021 E-mail：anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

自衛官募集
受験種別

応募資格

一般曹候補生
（男子・女子）

18歳以上33歳以下
（令和２年４月１日現在）

令和元年９月20日（金）～22日（日）
令和元年７月１日（月）～
※いずれか１日を指定できます。
９月６日（金）
(20日は名寄、21・22日は旭川)

自衛官候補生
（男子・女子）

18歳以上33歳以下
（令和２年４月１日現在）

令和元年７月28日(日)、29日(月)
※いずれか１日を指定できます。
※７月以降も試験を行ないます。
（旭川）

航空学生
（男子・女子）

受付期間

通

年

試験日（会場）

18歳以上（高卒、見込み含む）※空海共通
21歳未満（航空自衛隊希望者） 令和元年７月１日（月）～ 令和元年９月16日（月）
９月６日（金）
（旭川）
23歳未満（海上自衛隊希望者）
（令和２年４月１日現在）

■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
TEL
01654-2-3921
住所 〒096-0011 名寄市西１条南９丁目45
※受験申込は、和寒町役場総務課でも対応します。

広報わっさむ
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災害の備えは大丈夫ですか？
災害の発生を完全に防ぐことはできません。突然やってくる災害に対して、被害をできるだけ抑え
るために日頃から家庭で、次のような備えを進めておいてください。
○地域で協力し合えるよう“顔のみえる関係”を築き、避難するときは、近所に声を掛けて。
○災害時に備えて、家族で避難場所などについて話し合っておくことも大切です。
○気象情報に気をつけて。
携帯電話をお持ちのかたは、和寒町に警報などの発令がされますと、メール配信される設定がで
きます。北海道防災情報の携帯サイトhttp://i.bousai-hokkaido.jp/ から登録ができます。
○地震の際に金具や市販の転倒防止用具で、家具などが倒れないよう固定してください。
○停電に備え、防災無線の受信機や懐中電灯に使用する電池を用意しておいてください。
また、長時間の停電ではランタンやカセットコンロが役立ちます。

非常用持出品を確認
災害時には、電気や水道等のライフライン
が止まる可能性もあります。
日頃から、保管場所や内容について確認し
ておきましょう。
例：
水 、食料、常備薬、懐中電灯、防災情報
ラジオ、電池、軍手、防寒具など
防災に関するお問い合わせ先 総務課生活安全係 TEL 32-2421

北海道が町内３河川に水位計を設置
近年、豪雨災害が各地で
発生していることから、北
海道が町内の３河川に水位
計を設置しました。この水
位計で観測した情報は今
後、住民の避難準備や避難
勧告に役立てていきます。
また、水位計の情報は下
記のＵＲＬにアクセスすれ
ば、どなたでも見ることが
できますので、ぜひご活用
ください。
★国土交通省「川の防災情報」
URL
https://www.river.go.jp/
トップページ左下の「川
の水位情報（危機管理型水
位計）」から、水位計の設
置場所を選択するとご覧に
なれます。

①

水位計設置箇所
①六線川
設置場所：和寒歩道橋
②ペンケペオッペ川
設置場所：剣和橋
③マタルクシュケネブチ川
設置場所：松風橋

②

水位計設置箇所図

③

※上 記のサイトから、剣淵川（寒川橋）とペオッペ川（菊野橋）の水位情報も見ることができま
す。
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健康 メ モ

～あなたは大丈夫？

熱中症が増えている！？

熱中症!！～

《からだの水分量》

熱中症は暑さによっておこる体調不良をいいます
が、熱中症で医療機関を受診する人は全国で40万人
以上にのぼり、重症例では脳梗塞をおこしたり、命
を落とすこともあります。
特に高齢者では、水分を溜め込む筋肉の減少や内
臓機能の低下によりからだの水分量が他の年代より
も少なく、加えて暑さやのどの乾きを自覚しづらい
ことから重症化しやすいため注意が必要です。

70％

50％

60％

高齢者

子ども
成人

毎日

1,500ml程度
かわ ・

・ ・

・

・

・ ・

のどが乾いていなくても、
500ml

500ml

500ml

すいぶんほきゅう

こまめな水分補給を！

熱中症はどのようにおこる？
通常からだの中では体内にたまった熱を、皮膚の表面（毛細血管）から直接のがしたり、汗が蒸
発するときの気化熱により下げます。しかし寝不足などで自律神経の働きが悪い等からだの悪条件
があると、うまく体温を下げられずに熱中症が起こりやすくなります。

熱中症を起こしやすいからだの条件

救急車の要請

『水が飲めない』ときは病院へ！

（対応の仕方）

（熱中症の症状）
意識障害

重
症

体にガクガクとひきつけがある
まっすぐに歩けない
高体温

水分・塩分の補給

熱中症の初期症状は、めまいや立ちく
頭痛
らみ、だるい、筋肉がつる等が多く、過
倦怠感
労や夏かぜなどと似ており見過ごされる
嘔吐・吐き気
ため注意が必要です。
意識がある場合は、風邪通しのよい日
めまい
陰やエアコンが効いた涼しい場所でから
大量の発汗
だを冷やし、水分と塩分を補給します。
軽
自分で飲めない、飲んでも回復しない
筋肉がつる
症
ときは医療機関を受診し、さらに意識が
立ちくらみ
ない場合は救急車を呼ぶ必要がありま
す。
熱中症は、本人が気付かない場合も多いため、周りの人の判断が大切です。
保健師

自分で水が
とれない場合は
病院へ

涼しい場所に移動・衣服をゆるめる・体を冷やす

・普段から水分が摂れていない人
・高齢者や乳幼児
・寝不足などの体調不良がある
・暑さに慣れていない
・普段から運動をしていない など

酒井

香奈子

広報わっさむ
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図書館へ行こう！
話題の新着本
『アンド・アイ・ラブ・ハー 』

小路 幸也 / 著
一進一退を続けるボンの容態に、落
ち着かない日々を過ごす堀田家。進
路に悩む研人に、「老人ホーム入居
を決めてきた」と宣言するかずみ。
そして長年独身を貫いてきた藤島が
ついに…。

今月のBEST本（５月の貸出回数上位本）
『心音』

乾

先天性の心疾患が悪化し、両親の懸
命の募金活動の末、アメリカで心臓
移植手術を受けた少女・明音。手術
は成功して一命を取り留め、誰もが
明音の生を祝福しているかのよう
だったが…。

『検事の信義』 柚木
『彼女たちの場合は』

江國 香織 / 著
「これは家出ではないので心配しない
でね」14歳と17歳。少女は２人きりで
“アメリカを見る”旅に出た…。美し
い風景と愛すべき人々、そして「あ

ルカ / 著

裕子 / 著

認知症の母を殺害して逮捕された息
子の裁判を担当することになった、
任官５年目の検事・佐方貞人。彼
は、遺体発見から逮捕まで「空白の
２時間」があることに疑問を抱き
…。

の日の自分」に出会える長編小説。

話題の新着ＤＶＤ
『百花』

川村 元気 / 著

認知症と診断され、徐々に息子を忘
れていく母と、母との思い出を蘇ら
せていく息子。ふたりには忘れるこ
とのできない“事件”があった-。
現代に新たな光を投げかける、愛と
記憶の物語。

「おしりたんてい４」
レディーにやさしくスイートポテトが大好きな
「おしりたんてい」が、助手のブラウンとともに、
事件をププッと解決!
おしりたんていにあこがれているコアラちゃんが
「じょしゅにして!」といってきた。

「ミッキーマウスとロードレーサーズ」
『鬼を待つ』 あさの あつこ / 著
心に虚空を抱える同心・木暮信次郎
と、深い闇を抱える商人・遠野屋清
之介。亡き女房に瓜二つの女、禍々
しい死。欲に呑み込まれていく、商
と政…。男たちはどう決着をつける
のか。

ミッキーマウスと仲間たちがレース
カーに乗り、世界各地へ大冒険に出か
けるよ。スピードだけでなく、料理の
腕、ペットたちが競うレースも! 友
情、チームワーク、スポーツマンシッ
プの大切さを伝える、８つのお話を収
録。

７・８月のイベント情報
『アンサーゲーム』

五十嵐 貴久 / 著
大手商社に勤務している樋口毅と田
崎里美は結婚式を挙げた。新婚旅行
を明日に控え、幸せな一夜を過ごす
はずだった。翌朝、目を覚ますと、
そこは真四角の“箱”の中で…。

7/13
7/20
7/21
7/26
7/27
8/3
8/3

14:00～ おはなし会
14:00～ おはなし会
10:30～ ポコ･ア･ポコの夏祭り
13:00～ 白炎さんアート教室
14:00～ おはなし会
13:00～ 夏のお茶席
14:00～ おはなし会
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士別警察署かわら版

!ୠ!͈!ௗ!࢛
■人の動き
人 口
男
女
世帯数
出生
転入

北海道警察官募集中！

５月末現在
３，３２１人（△６人）
１，５６５人（△４人）
１，７５６人（△２人）
１，６５２戸（△４戸）
（ ）は前月比
０人
死亡
３人
５人
転出
７人

■たんじょうおめでとう
あかちゃん
おとうさん・おかあさん

『誰かの笑顔を守る。そんな仕事がある。』

●受 付 期 間
●第一次試験日
●第二次試験日
●採用予定人員

●受
住

所

三

笠

おうたろう

清瀬桜太郞くん

雄介・良子

■お悔やみ申し上げます
氏 名
年齢
遠藤 ユキさん
99歳
犬養キヌ子さん
93歳

住 所
芳生苑
三 笠

和 寒 町
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

５月分 136件 計 153万円
▼５万円 離町に際し
川 嶋 孝 明さん（三 笠）
▼５万円 亡母の葬儀に際し
犬 養 光 秀さん（札幌市）
社会福祉協議会
▼５万円 亡母の葬儀に際し
犬 養 光 秀さん（札幌市）
芳生苑・健楽苑
▼５万円 町民大新年会収益の一部
和寒町商工青年部（西 町）
▼５万円 亡義母の葬儀に際し
石 田
実さん（旭川市）
＝寄贈（芳生苑）＝（タオル・野菜他）
▼士別地区更生保護女性会和寒分区
▼増田ハナ子さん（三笠）
▼荒井悦子さん（旭川市）
▼太田恵美子さん（士別市）
▼篁 紀子さん（愛別町）
▼朝日生命保険相互会社名寄営業所（名寄市）
▼高岡純孝さん（北町）
▼宮武幸子さん（西町）
▼高桑ヤス子さん（三笠）
＝慰問（芳生苑）＝
▼おやじバンド（懐メロ演奏）
▼水無月ボランティア（抹茶提供）
▼喫茶ボランティア（コーヒー提供）

７月１日(月)～８月20日(火)
９月16日(月・祝)
10月中旬から11月上旬
大学卒 男性 30名程度
女性 10名程度
高校卒 男性115名程度
女性 45名程度
地 旭川、名寄、稚内、留萌など

験

水難の防止のために

●
波の力で倒されたり沖に流される危
険があります。
 水辺で遊ぶ子供の近くから離れないように
しましょう。
●指定された海水浴場内で、遊泳しましょう。
 遊泳禁止区域では、離岸流や急な深み等多
くの危険があります。
●体調不良時や飲酒後の遊泳は危険です。
 体調不良時や、お酒を飲んだ後は呼吸が乱
れやすいので入水を避けましょう。
●
釣 りをするときは、救命胴衣を必ず着用し
て、安全な場所で行いましょう。
 高波時の防波堤、流れが速い岸辺、滑りや
すい岩場には近寄らないようにしましょう。
●
水上オートバイは遊泳区域に入ってはいけま
せん。
 安全航行に努めて救命胴衣を必ず着装しま
しょう。

夏の交通安全運動の実施
｢夏の交通安全運動｣が実施されます。７月
は、学校や職場の夏休み時期となり、観光や
レジャーが最盛期を迎え、活動範囲が広くなる
ことから、暑さや長距離運転による疲労等が重
なって注意力が散漫となり、居眠り運転による
正面衝突事故や車両単独事故が増加する傾向に
ありますので、次の点に注意してください。
○
暑 さや疲れによる集中力の低下に十分注意
し、眠気を感じたら直ちに休憩をとりましょ
う。また、長時間運転をする際は、２時間お
きに休憩しリフレッシュしましょう。
○
スピードの出し過ぎ、無理な追い越しはやめ
ましょう。
○
全ての座席でシートベルトを締めましょう。
問い合わせは士別警察署まで
士別警察署 ㈹２３－０１１０

５月中交通事故状況
発生件数

（５月末現在）

人 身

０件（

１件）

物 損

４件（

３１件）

死

者

０人（

０人）

傷

者

０人（

１人）

１２人（

４２人）

道内での死者

（

）内は令和元年累計

交通事故死ゼロ日数

９４９日

広報わっさむ

令和元年７月号

16
梢

はじめまして、さとうゆらです♡
毎日楽しく走り回ったり、音に合わせて踊るのがだーいすき！体を動
かすのが得意なんだ♪ムチムチだけどね 
マイブームは、ボールを両手に持って遊ぶことだよ☆
チャームポイントはニコニコ笑顔☆町で見かけたら声かけてね !!︎ 笑顔
で拍手やバイバイも披露しちゃうよ！
ゆ

佐藤
西町

第２８回

ら

由來ちゃん
佐藤

《H30.５.27生まれ》

吏さん・まゆさんの長女

ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り

鳴呼ワットサム

U―４０ 北海道知事特別賞を受賞
踊りのテーマ
ことのはかなた

「詞花奏風～ひかりの唄～」

６月８日(土)～９日(日)札幌市で開催された「第28回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り」で、鳴呼
ワットサム（代表 青山康俊）が、出場18回目にして初の北海道知事特別賞に輝きました。
今年の祭りには国内外から280チーム約２万８千人が参加。同賞は40人以下の部門で、この祭り
に８回以上参加し、地域の活性化に貢献しているチームに贈られる賞となっています。青山代表は
「今回の受賞は、日頃からたくさんの方々の協力や応援があったからこそ。これからも賞に恥じな
いよういっそう進化し続けたい。これからも応援をよろしくお願いします。」と受賞の喜びを語っ
てくれました。おめでとうございます！

子どもの安全を町民皆で見守ろう
最近、子どもたちが被害に遭う交通事故や事件が多発していることか
ら、６月４日（火）から13日（木）までの初夏の交通安全運動にあわせ
て安全見守り活動を実施しました。交通安全指導員の他、学校関係者や
こども安全見守り隊、役場職員などが「子どもを守ろう」という共通の
思いのもと、登下校時の児童生徒たちの安全を見守りました。
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