
自然の恵み野　わっさむ町

主な内容
２Ｐ　第17回どんとこい！わっさむ夏まつり

４Ｐ　みんなで輪になって楽しみました！Ｌｅｔ’ｓ盆踊り

６Ｐ　わっさむっ子　中体連全道大会で健闘

11Ｐ　落雷・大雨による被害状況

家族が集う楽しいひととき
　７月26日(金) 芳生苑 ちっちゃな夏まつり
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　７月28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匹以上のカブト虫が用意され、長蛇の列がで

きあがりました。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ＹＯＳＡＫＯＩ

ソーラン、チアリーディング、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17回
どんとこい！
わっさむ夏まつり

夏を満喫 １万人を超える来場者
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　７月26日（金）、今年で20回目を迎える「芳生苑」の夏まつりが、和寒ボランティアクラブの協力

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月31日（水）、第27回全町老

人クラブ交流会が公民館で開催さ

れ、約200人が参加し交流を深め

ていました。

　午前中は、４人に連合会功労者

表彰の授与と「成年後見人制度に

ついて」の講演と認知症サポー

ター養成講座が行われました。

　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、ファッションショーなどを披

露していました。

家族・子どもたちがたくさん集まりました

芳生苑　ちっちゃな夏まつり

老人クラブ連合会　親睦深める
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みんなで輪になって楽しみました！

Let’s　盆 踊 り
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外国語指導助手

ジョシュアからのメッセージ
Hello! My name is Joshua Lee. I will be the new Assistant Language Teacher (ALT) .    I come 
from San Jose, California, USA. My area is famous for being home to many tech companies 
such as Google, Facebook, Apple, and many others. In college, I studied Child Development 
and Japanese. My hobbies include travelling, weight lifting, karaoke, and drawing. My childhood 
dream was to become a comic book artist, so I like drawing almost every day. 
This is my first time in Wassamu, as well as my first time in Hokkaido. Already, I love how clean 
the air is, as well as being surrounded by the beautiful green scenery. From 2012 to 2013, I lived 
in Shizuoka prefecture for a study abroad program, so I can speak Japanese. Please feel free to 
come up to me and ask any questions!  I look forward to meeting all of you throughout the year. 

（ 和　訳 ）

　こんにちは、新しいALTのジョシュア・リーと申します。アメリカのカリフォルニア州サンノ

ゼ市から来ました。サンノゼ市は「グーグル、フェースブック、アップル社」など有名なハイ

テク企業が集まっている都市です。大学では「児童研究」と「日本語」を専攻していました。

趣味は旅行や、筋トレ、カラオケ、絵を描くことが好きです。子供の頃の夢が漫画家になる事

だったので、今でもほぼ毎日絵を描きます。

　和寒だけじゃなくて北海道に来るのも初めての経験です。着いたばかりですが和寒のフレッ

シュな空気とすばらしい景色が好きになりました。2012年から2013年まで交換留学生として静

岡県に住んでいました。なので簡単な日本語ができます。どうぞ遠慮なく私に声をかけてくだ

さい。これからよろしくお願いします！

Welcome　 ジョシュア先生！

　小中学校の外国語指導助手として、アメリカ出身

のジョシュア・リーさん（27 歳）が、８月７日来町し、

８日に奥山町長から辞令の交付を受けました。小中

学校の２学期より、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

に声をかけてください。

ChallengeReading!

町職員人事異動　令和元年９月１日付

・会計管理者兼出納室長兼住民課長　加　藤　真　一　（前職　住民課長）

・保健福祉課参事兼介護保険係長　　村　岡　裕　一　（前職　会計管理者兼出納室長）

・総務課長補佐　　　　　　　　　　目　黒　紀　嗣　（前職　保健福祉課長補佐兼介護保険係長）
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中体連全道大会　柔道 杉澤くん（3年）・垂又くん（2年） 3位入賞
水泳 澁谷さん（3年） 5位入賞

　７月26日から７月31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競い合いました。

　和寒中学校からは、管内大会を勝ち進んだ６名の選手が出場し、それぞれ健闘しました。

　７月30日（火）から７月31日（水）、釧路市

で行われた北海道中学校柔道大会に、杉澤　蓮
れん

くん（３年）、垂又征
せい

吾
ご

くん（２年）が出場し

ました。試合は、90㎏超級の杉澤くん、90㎏級

の垂又くんともに日頃の練習の成果を発揮し順

当に勝ち進んでいきましたが、惜しくも優勝に

は届かず、３位となりました。目標としていた

全国大会出場は叶いませんでしたが、今年11月

に札幌市で開催される全日本柔道連盟主催の合

宿に強化選手として参加する権利を獲得するこ

とができました。

　杉澤くんは、中学卒業後も柔道を続けていく

とのことで、次は高校柔道に舞台を代えて活躍

が期待されます。垂又くんも、「今年果たせな

かった優勝を目標に今後も練習に励んでいきま

す。」と語ってくれました。

　７月26日（金）から７月28日（日）まで函館

市で行われた北海道中学校水泳大会に、澁谷綺
き

星
ら

さん（３年）が100ｍバタフライと200ｍメド

レーの２種目に出場しました。メドレーでは決

勝に進出できませんでしたが、バタフライでは

決勝レースに進み、力強い見事な泳ぎで５位入

賞を果たしました。

100ｍバタフライ　記録　１分09秒63（5位）

200ｍメドレー　　記録　２分49秒78

　７月26日（金）から７月28日（日）まで旭川市で行われた北海道中学校陸上競技大会の、走り高跳

びに斎藤丈
たけ

流
る

くん（３年）、1500ｍ走に窪田さくら（３年）さん、800ｍ走に鬼頭春
はる

乃
の

さん（３年）が

出場しました。練習の成果を発揮したものの、３名ともに決勝進出はなりませんでした。

　・鬼頭　春乃　女子  800ｍ 記録２分41秒17　・齋藤　丈流　男子高跳び　予選敗退

　・窪田さくら　女子1,500ｍ 記録６分06秒49

全道３位に輝いた垂又くん(左)と杉澤くん(右)
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　北海道日本ハムファイターズ応援ツアー 第３弾、旭川スタルヒン球場開催 オリックスバファロー

ズ戦に総勢60名の和寒応援団を結成し応援に行ってきました。

　試合前に行われた、わっさむっ子の表彰に和寒応援団からは、「すごいね、おめでとう」と誰より

も喜んでくれました。

　試合は、途中から雨が降り出す中、杉谷選手の登場に今試合一番の盛り上がりをみせましたが、結

果振るわず敗戦となってしまいました。

　それでも、応援ツアーに参加した子どもからは、「プロ野球選手すごかった。いっぱい応援した

し、楽しかった。」と応援グッズを両手一杯にして喜んでいました。

　いよいよシーズンも大詰め。変わらぬ声援、よろしくお願いします。

日本ハムファイターズ 応援ツアー 第3弾
 応援してきました！ 8/8 旭川スタルヒン球場　オリックスバファローズ戦

北海道日本ハムファイターズ表彰受賞
村上伊

い ぶ き

吹さん、前鼻凛
り

愛
ら

さん （8/8 旭川スタルヒン球場）

　日本ハムファイターズ球団が和寒町の応援大使の

期間中（2019年１月～12月）にスポーツ分野で全国

優勝の成績を収めた個人、団体を讃え贈られるもの

で、同時に２人の受賞という快挙となりました。

　１万５千人の大観衆の前で、和寒町応援大使の杉

谷選手から記念の盾を受け取った２人。

　受賞した２人からは「プロ選手の体つきはすご

く、プロってこういうことなんだと思いました。

　杉谷選手から直接もらえると思わなかったし、

こんなにたくさんの人の前で受賞できて嬉しかっ

た。」と話していました。

○村上 伊吹さん（大会当時：旭川農業高校３年生）
　第74回 国民体育大会冬期大会スキー競技会
　クロスカントリスキーリレー第１位（2019年２月開催）
○前鼻 凛愛さん（大会当時：和寒中学校２年生）
　2019ＪＯＣジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会
　アルペン競技　大回転１位、回転１位（2019年３月開催）
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子どもの意欲が光った「ステップアップ夏休み教室」
　７月26日・29日・30日の３日間、小学校では４～６年生、

中学１～３年生を対象に「夏休みサポート教室」、公民館で

は小学１～３年生を対象に「ステップアップ夏休み教室」を

開催しました。今回で４年目となるこの教室は、３日間猛暑

続きでしたが、意欲的に各自が用意した学習プリントに取り

組んでいました。最終日には３日間の成果をお互いに褒め讃

え、２学期につなげ終了することができました。

比例代表結果　　※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。

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）

日 本 共 産 党 180.600 23.600

自 由 民 主 党 763.999 253.999
佐藤のぶあき29票、つげ芳文85票、宮崎まさお24票
宮本しゅうじ23票、山田としお44.791票

オ リ ー ブ の 木 5 1

社 会 民 主 党 49 6

公 明 党 312 47 若松かねしげ42票

国 民 民 主 党 136.400 12.400

日 本 維 新 の 会 128 84 鈴木宗男77票

幸 福 実 現 党 7 0

立 憲 民 主 党 377 92 岸まきこ65票

労働の解放をめざす労働者党 5 2

ＮＨＫから国民を守る党 27 3

安 楽 死 制 度 を 考 え る 会 5 0

れ い わ 新 選 組 52 26 山本太郎23票

無 効 票 96 -

　第25回参議院議員通常選挙
　投・開票結果　

投票結果

開票結果

選挙区結果

候補者氏名 得票数 候補者氏名 得票数

森山よしのり 12 当 勝部　けんじ 473

当 高橋　はるみ 931 中村　　治 9

はたやま和也 155 はらや　なみ 160

いわせ　清次 6 山本　貴平 31

当 岩本つよひと 293 無効票 74

選挙区　　　　　（前回との比較）

投 票 率　　72.93％（△2.74％）

有権者数　　2,940人

投票者数　　2,144人

※うち期日前　1,324人　61.75％

比例代表　　　　（前回との比較）

投 票 率　　72.93％（△2.74％）

有権者数　　2,940人

投票者数　　2,144人

※うち期日前　1,324人　61.75％
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防犯功労者表彰を受賞
　和寒町防犯協会理事として活躍いただいた藤田房雄さん（南町）

が、平成15年から16年間にわたり、地域での防犯活動への功績が認

められ、北海道警察本部長と北海道防犯協会連合会理事長の連名表

彰を受賞され、士別警察署東署長から伝達されました。

　藤田さんは、交通安全指導員として街頭啓発や少年補導員として

子ども見守り活動等にも活動されており、「これからも安心して暮

らせるまちづくりに尽力したい。」と話していました。

場 所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容 金　額(円) 完成期限 受注者

北原 北樹橋長寿命化（修繕）工事 北樹橋　橋長Ｌ＝81.2ｍ 33,550,000
令和2年
1月6日

㈱近藤組

日ノ出
令和元年度和寒下水終末処理
場電気設備改修工事

ＬＣＤ監視装置一式 42,460,000
令和2年
1月31日

北海道三菱電機
販売㈱

工事着工の状況

こんにちは　農業委員会です！
○第８回　農業委員会総会

　日時・場所　８月19日（月）13時15分　役場第２会議室

　出 席 委 員　13名

　議　　　件　１．農用地の賃貸借　　　２件

　　　　　　　２．農用地の買い入れ協議５件

　　　　　　　３．農用地賃貸借の解除　１件

　　　　　　　４．農用地の売買　　　　１件
お問合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

受験種別 応募資格 受付期間 試験日　及び　会場

一般曹候補生

（男子・女子）

18歳以上33歳未満

（令和２年４月１日現在）

受付中～９月６日（金）

10月以降の試験も随時受付中

令和元年10月20日（日）～23日（水）

※会場は旭川

自衛官募集

■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　
　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。

交通事故死ゼロ　１０００日達成！
　平成28年10月25日より、町内での交通事故による死亡者ゼロが続いて

おり、令和元年７月22日で『1,000日』を達成し、北海道交通安全推進

委員会から表彰を受けました。この記録達成は、町民一人ひとりの交通

安全意識の高さと交通安全関係団体の皆さまのご理解、ご協力によるも

のです。記録達成に関係された多くの皆さまのご協力に感謝するととも

に、この記録が限りなく続くよう、さらにご協力をお願いします。
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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～

札幌で玉入れをＰＲ

サッポロビアガーデン「ふるさと応援ＰＲステージ」で玉入

れ協会の協力のもと、全日本玉入れをＰＲしました。ステージ

では、会場にいたお客さんに１チーム８名で２チーム対戦形式

の玉入れを体験してもらい、参加された方からは、「思ったよ

り難しい。なかなか入らなかったけど、楽しかった！」と玉入

れの魅力・楽しさを伝えることができました。

7/30
(火)

青空のもとでサイクリング　和寒でひと休み

士別・和寒・剣淵・幌加内を会場に、サイクリングイベント

「ぐるっとライド」が開催されました。参加者約330人が和寒

町の景色を楽しんだほか、和寒エイドステーション（休憩所）

ではトマトやキュウリ一本漬など、和寒町の特産品を味わい、

ゴールへ向け出発していきました。

8/3
(土)

こども館 陶芸教室

生きがいセンターで、陶芸クラブの方々を講師に、平らにし

た粘土を好きな形に成形し、絵柄を描いて、世界に一つだけの

お皿を作りました。児童たちは、恐竜の絵や、好きなキャラク

ターを構図に、真剣に取組みました。

出来上がりには、３週間くらいかかるとのことで、児童たち

は完成を楽しみに待っています。

8/6
(火)

ヨガで心も体もリラックス
わっさむフレンドパークと北海道上川総合振興局の共催で

「ゆるトレヨガ教室」が公民館で開催されました。講師には、
旭川市でヨガスタジオ“YOGA LOTUS”を運営し、全道各地でヨ
ガ講師として活躍されている石田知子さんを迎えました。
約20名の参加者は、照明、音楽、石田先生の落ち着いた声で

コーディネートされた雰囲気の中、本格的なヨガを体験してい
ました。

8/7
(水)

塩狩フットパス

参加者、関係者あわせ約30人が、塩狩峠記念館から夫婦岩を

めざしました。当日はあいにくの雨でしたが、三浦綾子文学館

の学芸員から小説「塩狩峠」など三浦文学の説明を受けなが

ら、散策を楽しみました。夫婦岩を初めて見た方々は歓声を上

げて大自然を満喫されていました。そして、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ました。

8/10
(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」とも言われています。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 西町自治会、準優勝 若草自治会でした。おめ

でとうございます。

8/15
(木)
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　７月５日(金)不安定な影響を受け、町内５箇所での落雷と局地的な豪雨が相次ぎ、農地の表土流出のほ

か、市街地区でも和寒小学校国旗掲揚塔に雷が落ち、小学校の照明スイッチや放送設備が故障するなどの

被害が発生しました。また、落雷の影響で市街地区や北原、三和地区などで360戸の停電も発生しました。

　８月９日(金)短時間に100ｍｍを超える大雨により、町内各所で河川や排水路から水が溢れるなど

被害が発生したため、北原地区に避難勧告、西和・松岡・日ノ出・三笠・西町・北町地区に避難準備

を発令し、町内４箇所の避難所を開設しました。町対策本部では、土のうや排水ポンプの設置など水

防対策を実施し、幸いにも人的被害はありませんでしたが、被害に遭われました皆さまには心からお

見舞い申し上げます。被害状況は下記のとおりです。

７月５日（金）雷雨被害  【７月26日現在】

８月９日（金）大雨被害  【８月15日現在】

7/5雷雨、8/9大雨の被害状況

降水量

観測地点 降水量

市街地（農想塾） 39.0ｍｍ

北　原 25.5ｍｍ

中　和 31.5ｍｍ

塩　狩 45.0ｍｍ

農業被害の状況（被害実戸数　13戸）

被害の種類 面積（ha） 農地・施設 箇所数

表土流出 1,169.2 排水洗掘 1

落　　雷 12.0 排水埋塞 4

雹 10.0 法面崩落 2

土砂流入 1.5

合　　計 1,192.7 合　　計 7

降水量

観測地点 降水量

市街地（農想塾） 118.5ｍｍ

北　原 125.0ｍｍ

中　和 139.5ｍｍ

西　和 152.5ｍｍ

福　原 159.0ｍｍ

大　成 116.0ｍｍ

塩　狩 151.0ｍｍ

農業被害の状況（被害実戸数　76戸）

被害の種類 面積（ha） 農地・施設 箇所数

冠　　水 4,281.7 農道破損 3

浸　　水 4,336.3 排水埋塞 4

土砂流入 20.0 法面崩落 6

倒　　伏 6,497.4 その他 1

表土流出 806.1
合　　計 7

合　　計 15,741.5

避難状況

避難場所 町民センター 公民館 北原地域センター 三和菊野自治会館

避難人数 ５人 ７人 ２人 ０人

道路等の被害状況

◯道路

被害区分 路線

路面復旧 12

排水路復旧 5

総　　計 17

◯河川

被害区分 箇所

護岸復旧 4

北原　冠水(町道11線４号～５号) 松岡　大豆畑の冠水(12線４号)

中和20線１号～国道間
水田の丸い焼け跡(落雷) 和寒小学校国旗掲揚塔横に落雷

三笠　そば畑の表土流出

梢　広報わっさむ　令和元年９月号11



B&G北海道ブロック・スポーツ交流交歓会「水泳の部」
澁谷綺星さん（中３）が２年連続２種目優勝！！

　８月４日（日）、上富良野町で令和元年度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

各地から約 90 名の選手が集まる中、和寒町から出場した澁

谷さんが２種目で今シーズンの自己ベストをマークし優勝。

　昨年に引き続き連覇を達成しました。

大会成績

澁谷　綺星さん（中３）

　中学生女子　自由形100m　　 優勝

　　　〃　　　バタフライ50m　優勝

バタフライで優勝した澁谷さん（写真左）

夏休みはプールで enjoy !!

7/31 ～ 8/2 水泳教室
（教育委員会主催）

　58 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。

8/2 少年少女水泳大会
（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　小学生 26 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。 8/3 水中レク
（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　幼児から小学生まで 55 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。

年 金 あ れ こ れ ～年金生活者支援給付金制度がはじまります～

年金生活者支援給付金制度とは
　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援

するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内

や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

◎対象になる方（①または②に該当する方）
　①老齢基礎年金を受給している方で以下の要件をすべて満たしていること

　・世帯全員の町民税が非課税　・年金収入額とその他の所得額の合計が88万円以下

　②障害基礎年金・遺族年金を受給している方で以下の要件をすべて満たしていること

　・前年の所得額が約462万以下

◎請求手続き
　・平成31年４月１日以前から年金を受給している場合

　　対象になる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬頃から順次届きます。

　　同封のはがきに必要事項を記入し日本年金機構に提出して下さい。

　・平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた場合

　　年金の請求手続きと合わせて年金事務所またはお客さま窓口で請求手続きをして下さい。

　制度など詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルへお問い合わせ下さい。

『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル）
 ■お問い合わせ：旭川年金事務所　TEL 0166-27-1611　または住民課お客さま窓口係　TEL 32-2500 
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健 康 メ モ ～大腸がんを予防しましょう～

　大腸がんにかかる人が増えています
　大腸がんは日本では最もかかる人が多いがんで、

食生活の変化が要因の１つと言われています。

　大腸がんの早期にはほとんど自覚症状がなく、進

行すると症状が現れます。

　大腸がんのリスクは「高脂肪」、予防は「食物繊維」
　脂肪の多い食事は腸内で発がん物質をつくり、それが大腸の粘

膜と接触することでがんが発生します。（右図参照）

　大腸内の発がん物質は、便と一緒に体の外へ排出することがで

きます。便の量を増やしたり、スムーズな排泄を促すためには食

物繊維が大変役に立ち、主に野菜に多く含まれています。

　道民の食生活の現状
　道民は大腸がんのリスクとなる

高脂肪の食品の購入が多く（表

１）、発がん物質を排泄する食物

繊維の摂取が少ない（表２）傾向

にあります。

　食べ方を見直してみましょう
①�肉は1日50ｇを目安とし、脂身の多い肉（豚

バラ肉やジンギスカンなど）やソーセージ・

ベーコンは控えましょう。

②野菜を１日350ｇ食べましょう。

　便の検査で早期発見
　大腸がんの早期発見には、便潜血検査を毎年受けることが大切です。

　希望される方は保健福祉センター（電話32-2000）にお電話ください。

〈保健師　塚崎優希〉

【大腸がんの主な症状】

・体重が急激に減る　　　・血便が出る

・下痢と便秘を繰り返す　・お腹が張る

大腸がん罹患率（全国推計値）年次推移 

男性 

女性 
合計 
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資料：国立がん研究センターがん対策情報センター「がん登録・統計」
Source：Cancer Information Services, National Cancer Center,Japan

脂肪の多い食物 

胆汁酸・腸内細菌と作用する 

発がん物質 

350ｇの目安は

両手に山盛り一杯分です！

(表１)47都道府県中、

北海道の食品購入ランキング

肉 第１位

ソーセージ
ベーコン

第１位

バター 第７位

チーズ 第６位

参考：家計調査
（食品ランキング2014～2016平均）

(表２)北海道民の野菜摂取量

参考：平成28年国民健康・栄養調査

(ｇ)和寒健康づくり

応援事業キャラクター
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図書館へいこう！図書館へいこう！
話題の新着本
『緋の河』� 桜木　柴乃 /著

男として生まれた。でも、きれいな女

の人になりたいな-。己の信じる道を

進んだカルーセル麻紀の波瀾万丈の人

生を、事実を元に、想像力を最大限に

加えて描く。

『線は、僕を描く』� 砥上�裕將 /著

両親を事故で失い、喪失感の中にあっ

た大学生の霜介は、バイト先で水墨画

の巨匠・篠田湖山と出逢った。なぜか

湖山に気に入られた彼はその場で内弟

子にされてしまうが、湖山の孫・千瑛

は、それに反発し…。

『希望の糸』� 東野　圭吾 /著

死んだ人のことなんか知らない。あた

しは、誰かの代わりに生まれてきた

んじゃない-。ある殺人事件で絡み合

う、容疑者そして若き刑事の苦悩。

『クジラアタマの王様』

� 伊坂�幸太郎 /著

製菓会社に寄せられた１本のクレーム

電話。広報部員・岸はその事後対応を

すればよい…はずだった。だが訪ねて

きた男の存在によって、岸の日常は思い

もよらない事態へと一気に加速し…。

『さよならの儀式』�宮部�みゆき/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。

『夏の騎士』� 百田�尚樹 /著

あれから31年。ぼくが今もどうにか人

生の荒波を渡っていけるのは、あの頃

手に入れた勇気のおかげかもしれない

-。昭和最後の夏に経験した、謎をめ

ぐる冒険、友情、そして恋を描いた、

百田版「スタンド・バイ・ミー」。

『ノーサイド・ゲーム』

� 池井戸　潤 /著

大手自動車メーカーのエリート社員・

君嶋は工場の総務部長に左遷され、ラ

グビー部のゼネラルマネージャーを兼

務することに。ラグビーの知識も経験

もない君嶋が、お荷物社会人ラグビー

チームの再建に挑む。

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

9/７�14:00～　おはなし会

9/14�14:00～　おはなし会

9/21�10:00～　マスクプレイ・オペレッタ

　　　　　　　「ねずみのすもう」

9/21�14:00～　おはなし会

9/28�14:00～　おはなし会

10/5�14:00～　おはなし会

劇団バクの

マスクプレイ・オペレッタ

「ねずみのすもう」
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。

2019上半期
芥川賞・直木賞 そろえています！

　芥 川 賞　
『むらさきのスカートの女』

� 今村　夏子 / 著

近所に住む「むらさきのスカートの

女」が気になる<わたし>。自分と同じ

職場で働くよう彼女を誘導し、その生

活を観察し続け…。狂気と紙一重の滑

稽さ。<わたし>が望むものとは?

　直 木 賞　
『渦　妹背山婦女庭訓魂結び』

� 大島　真寿美 /著

江戸時代、芝居小屋が立ち並ぶ大坂道

頓堀。虚実の渦を作り出した、もう一

人の近松がいた…。浄瑠璃作者・近松

半二の生涯を描いた、著者初の時代小

説。
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■人の動き　　　　　　　７月末現在

人　口　　３，３０６人（△１４人）

　男　　　１，５５４人（△１０人）

　女　　　１，７５２人（△　４人）

世帯数　　１，６４４戸（△　４戸）

（　）は前月比

出生　　０人　　死亡　　６人

転入　　０人　　転出　　８人

■お悔やみ申し上げます

	 	氏　名	 　年齢	 住　所

虻川　啓二さん　　　70歳　　　　西　町

川口　 里さん　　　84歳　　　　芳生苑

牧　　辰治さん　　　83歳　　　　福　原

下條　　勲さん　　　91歳　　　　中　和

西川　賢一さん　　　71歳　　　　中　和

矢 　　登さん　　　86歳　　　　芳生苑

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　137件　計�159万円

▼30万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　川　口　繁　子さん（中　和）

▼10万円　亡夫の葬儀に際し、町立病院の運営に

　　　　　下　條　ス　ヱさん（中　和）

▼３万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　矢　 　好　子さん（松　岡）

社会福祉協議会

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　川　口　繁　子さん（中　和）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　虻　川　順　子さん（西　町）

▼２万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　牧　　　靜　江さん（福　原）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　西　川　とよ子さん（中　和）

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　下　條　ス　ヱさん（中　和）

芳生苑・健楽苑

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　川　口　繁　子さん（中　和）

▼３万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　矢　 　好　子さん（松　岡）

＝慰問（芳生苑）＝�

▼葉月ボランティア（抹茶提供）

▼喫茶ボランティア（コーヒー提供）

士別警察署かわら版

秋の全国交通安全運動の実施

身につける 夜道のお守り 反射材
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(土)～９月30日(月)

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。さら

に、道路中央で左をまた確認しましょう。外

出する時は、白っぽい服装や反射材を身につ

けましょう。

　○飲酒運転は悪質な犯罪です。「飲酒運転を

しない、させない、許さない」を徹底し、二

日酔い運転を含めた飲酒運転を根絶しましょ

う。

３　９月30日「交通事故死ゼロを目指す日」
　�　一人ひとりが交通ルールを正しく守り、思

いやりのある交通マナーで、交通事故死ゼロ

を目指しましょう。

４　知っていますか？北海道自転車条例
　○自転車に乗るときは、子どもはもちろん大

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ましょう。

　○万が一に備えて、自転車損害賠償保険等に

加入す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

７月中交通事故状況 （７月末現在）

発生件数
人 身　０件（　　１件）

物 損　７件（　４８件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　１人）

道内での死者 　１６人（　６９人）

（　）内は令和元年累計

交通事故死ゼロ日数　１，０１０日

梢　広報わっさむ　令和元年９月号15
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中道　悠
はる

翔
き

くん　《H30.6.21生まれ》
　三笠　中道　俊介さん・美佳さんの次男

こんにちは。はるきです！ 

ぼくはお姉ちゃん、お兄ちゃんがいて、二人が遊んでいる

と間に入って一緒に遊んで走り回っているよ。特に水遊び

が大好きでテンション上がって大声出しちゃうんだ！！ 

お風呂も大好きで、すぐに上がると泣いちゃうの・・・

だからぼくは長湯派です（笑）これからもよろしくネ★

オセロ　駒の大きさは直径8センチ
　８月５日(月)に、こども館児童クラブに素敵

なプレゼントが届きました。

　プレゼントの中身は、「大型オセロセッ

ト」。丹野幸男さん（三笠）手作りの世界に

たった一つのオセロセットです。

　子育てボランティアに登録していただいてい

る丹野さんから、オセロセットの製作のお話が

ありました。

　児童達は通館時に丹野さんのお宅を訪問し、

作成の経過を見ながら出来上がりを心待ちにし

ていました。

　勝負の行方が一目でわかるので、児童クラブ

のお友達もこぞってオセロを楽しんでいます。

　丹野さん、ありがとうございました。

ふるさと 写真館

和寒町応援大使
日本ハムファイターズ　斎藤佑樹 選手

競馬場（字三笠）での競馬大会【昭和37年】

和寒町応援大使
日本ハムファイターズ　杉谷拳士 選手
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