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主な内容

２Ｐ　春の叙勲　塚崎正さん　旭日双光章（地方自治功労）を受章

２Ｐ　酒向光雄さんに高齢者叙勲伝達

３Ｐ　和寒町ふるさとまちづくり応援寄付金

８Ｐ　わっさむ健康づくり応援事業　当選者が決まりました！

三笠山に咲く　町花カタクリ



　町議会議員として７期 28 年、地方自治の発展に尽くされた功績が認められ、塚崎正さん（75 歳）

が旭日双光章を受章されました。

　平成３年、46 歳で議員に初当選され、議会運営委員長、総務社会文教常任委員長、議員のほかに

も国民健康保険運営協議会会長などを歴任されました。また、平成 11 年５月からと、平成 19 年５月

からの計８年間町議会副議長を、平成 23 年からは町議会議長を２期８年務められました。

　この間、町民の健康と福祉増進や産業の振興に尽力されるとともに、議会改革に力を注がれるなど

地方自治の振興にその手腕を発揮し、公正で適切な判断力をもって町議会の運営にあたられ町政の伸

展に貢献をされました。

　また、議員としての活動に加えて、町商工会会長、町体育協会会長、町防犯協会会長としてもまち

づくりに貢献しております。

塚
つかさき

崎  正
ただし

 さん (西町） 
旭日双光章（地方自治功労）を受章

酒向光雄さんに高齢者叙勲伝達

叙勲を代理で受け取った酒向勤さん

　元士別地方消防事務組合和寒町消防団副分団長酒向光雄さんへ

の高齢者叙勲伝達式が４月 22 日役場応接室で行われました。

　酒向さんは、昭和 31 年に和寒町消防団員を拝命し、昭和 53 年

には班長、昭和 54 年には部長へ昇格され多くの火災水害等の災

害現場に出動し、町民の生命と財産の保護に活躍されました。

　昭和 61 年には副分団長の任に就かれ、若手消防団員の育成を

行うとともに消防団員の資質向上に尽力され、平成４年 11 月に

多くの功績を残し、勇退されました。

　酒向さんは現在、町内の福祉施設に入所しており、伝達式には

息子さんの酒向勤さんが代理出席され、奥山町長から高齢者叙勲

の瑞宝単光章が伝達されました。

第21回三浦綾子作文賞和寒町賞授与
　全国の小中高生を対象にした「第 21 回三浦綾子作文賞」の表

彰式が、１月 11 日旭川市の三浦綾子記念文学館でおこなわれま

した。この賞は三浦文学を通して、社会のあり方と人間の生き方

を深く見つめ、たくましく生きていく力を養っていくことを目的

としています。町も共催し、和寒町賞を設け、今回「塩狩峠」を

読んだ神奈川県の宮島梧子さん（女子学院高等学校２年）が受賞

しました。宮島さんは「犠牲の意義」と題して、自ら盛岡市で東

日本大震災を経験した思いと、乗客の命を救った信夫の犠牲死の

意義を重ねながら考察してくれました。

　作品は文芸和寒第 49 号（図書館にあります）に掲載していま

すのでご覧ください。
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和寒町ふるさとまちづくり応援寄付金　　　　
　　　　　大切に使わせていただきます

　全国各地から「和寒町にはゆかりがあるから頑張ってほしい」「ふるさとギフトにある和寒町の特

産品をぜひ一度食べてみたい」「去年食べた野菜が美味しかったからもう一度寄付します」と、多く

の寄付をいただきました。

　平成 20 年度からはじまったこの制度でいただいた寄付金は、「ふるさとまちづくり応援基金」に全

額積み立て、適正に管理しています。

　今後、指定された使途に沿って、より良いまちづくりに活用していきます。

■ 昨年度との比較

【平成 30年度】
寄付総額　
� 58,082,000 円
寄付件数　
� 5,209 件

高齢者福祉
�1,231 件��13,852,000 円
教育・少子化対策
� 934 件��10,735,000 円
自然環境保全
� 518 件��� 5,645,000 円
産業振興
� 196 件��� 2,195,000 円
その他
2,330 件��25,655,000 円

■ 皆様からいただいた寄付は大切に使わせていただきます！

●令和元年度末までに基金へ積み立てた寄付金の一部を、今年度は下記の事業に活用します。

・在宅福祉事業や除排雪支援事業などの高齢者福祉に関する事業に活用します！

・保育所施設の整備に活用します！

・小学校のＩＣＴ教育推進事業に活用します！

・町立病院の運営に活用します！

・塩狩駅周辺桜広場の維持管理に活用します！

・和寒町の特産品振興に活用します！

・片栗庵の施設の整備に活用します！

・総合体育館にもう一台ランニングマシンを設置します！

・その他和寒町の財源で行う多くの事業に活用します！

和寒町の継承・発展のために、多くの寄付金をいただきました。
みなさまのご支援ありがとうございました。

【令和元年度】
寄付総額
� 42,667,000 円
寄付件数
� 3,677 件

高齢者福祉
� 783 件��� 8,840,000 円
教育・少子化対策
� 957 件��11,225,000 円
自然環境保全
� 478 件��� 5,267,000 円
産業振興
� 200 件��� 2,415,000 円
その他

その他の事業
・高齢者率 40％超！！
　地域医療を支える事業
� 204 件　��2,340,000 円
・三浦綾子小説の舞台「塩狩峠」
　塩狩峠地域周辺整備
� 65 件　　��805,000 円
・田舎から世界へ！！
　�日本の未来を支える子どもたち
の国際交流
� 138 件　��1,575,000 円
・その他町長が必要と認める事業
� 852 件　10,200,000 円
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感 染 拡 大 防 止 対 策

・公共施設における取り組み
　�役場などの公共施設では、注意喚起の看板と消毒液を設

置しています。また、窓口には飛沫感染を防ぐため、ビ

ニールカーテンやアクリル板などを設置しています。各

施設の使用制限も徐々に見直しを行っています。

・各関係機関、団体への協力要請及びイベント等の延期・縮小・中止
　�３密を避け、消毒や換気、余裕のある空間、発熱者利用制限などの対策

や時間短縮などのお願いをしました。また、行政等のイベント・会議に

ついては延期・縮小・中止するなど、多くの方にご協力をいただきました。

・小中学校の休校・分散登校
　５月31日まで休校（途中で分散登校あり）。６月１日から通常登校予定。

・健康状態の確認及びマスク配付
　�75 歳以上の単身者世帯、夫婦世帯及び障害者など支援が必要な方へ、

健康状態の確認及び１人３枚ずつマスクの配付を行いました。

経済支援対策・消費活性化対策

・特別定額給付金
　�一人につき 10 万円の給付金は５月 11 日に申請書を送付し、受付を開始

しました。第１回の振込は５月 20 日で、６月３日までに７割以上の振

込を終了する見込みです。

・子育て世帯への臨時特別給付金
　�令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している方に、子ども 1人あたり 1万円を給付

します。

・飲食店宿泊施設に対する緊急支援金（和寒町独自）
　影響の大きかった飲食店・宿泊事業者に対し、緊急支援として 30 万円を支給しました。

・事業者に対する緊急つなぎ融資制度・事業者借入分の無利子化及び軽減（和寒町独自）
　�国の新型コロナウイルス感染症特別貸付の制度では資金繰り対応が間に合わない事業者に町の商工

業活性化融資利子補給補助の運転資金（限度額 300 万円）を無利子で融資しています。また、既に

借入をしている事業者の利子を７月まで無利子とし、８月以降も 0.4％を軽減します。

・お買い物クーポン券発行事業（和寒町独自）
　�町民の感染予防に対する努力や各搬での協力に対する感謝と経済循環の促進を図るため、全町民１

人５千円分のお買い物クーポン券を配付します。

事業所や団体、また個人の方からマスク・消毒液などたくさんのご寄付をいただいております。

ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

国は５月 26 日宣言を解除しました。

「３密」を避けながら、ウイルスとの

共存を余儀なくされるとともに、その

中で新しい生活や行動を模索していく

必要があります。引き続き予防対策に

努めながら、日常生活や経済活動を進

めることが求められます。

役場お客さま窓口

給付金の確認作業

新型コロナウイルス感染症対策情報

新型コロナウイルス感染症対策本部

　２月28日北海道緊急事態宣言、４月17日全国緊急事態宣言が出されました。和寒町において

は、１月30日の危機対策連絡会議を皮切りに４月８日に対策本部を設置し感染拡大防止や経済支

援対策に取り組んできました。概要をお知らせします。
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毎朝の体温チェック

旅行や帰省はオンラインで

新新型型ココロロナナウウイイルルスス

感感染染症症をを

広広げげなないいたためめにに

せっけんで３０秒 １時間ごとに

空いている時間に

横並びに座ろう

大皿は避けて料理は個々に

『心』はいつもそばに 屋内より屋外で 広い場所で

令和２年５月 和寒町新型コロナウイルス感染症対策本部事務局

自分や大切な人を

守ろう

強いだるさ、息苦しさ、
高熱がある

発熱、せきなど軽い
風邪の症状がある

名寄保健所  ☎01654-3-3121 

道地域保健課 ☎011-204-5020 

買い物のときは

まわりの人と行うこと

１人ひとりが行うこと

屋外や飲食店では

おうちにいましょう

買い物のときは

まわりの人と行うこと

１人ひとりが行うこと

屋外や飲食店では

おうちにいましょう

※医療機関へ受診する際は、事前に電話連絡をしてください 

症状がなくてもマスク

電子決済や通販の利用も

おしゃべりは控えめに

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

相
談
・
受
診
の
目
安

高齢者、糖尿病や心不全、呼吸器疾患の
持病がある人、透析患者、妊婦、
抗がん剤などを使用している人

すぐに相談を！

すぐに相談を！

感染の疑いがある人の相談窓口
症状が続く場合（４日以上は必ず）

新しい生活様式新しい生活様式



令和２年度自治会長をお知らせします

◎自治会連合会会長　○同副会長（敬称略）

自　治　会　名 氏　　　　名

恵みヶ丘自治会 加　藤　憲　行

大 通 自 治 会 〇 荒　瀬　雅　之

西 町 自 治 会 岩　城　　　修

仲 町 自 治 会 土　井　一　光

若 草 自 治 会 星　　　　　護

かたくり自治会 本　舘　正　憲

松岡・北原自治会 新　堂　正　宏

東 山 自 治 会 ◎ 虻　川　浩太郎

中 和 自 治 会 伏　見　豊　治

三 笠 南 自 治 会 二　口　哲　也

三和・菊野自治会 藤　井　利　博

西和福原自治会 井　上　保　幸

　令和２年度の自治会長は次のとおりとなりましたので、お知らせします。また、和寒町自治会連合

会の総会が４月 23 日に開催され、各自治会長のなかから、新役員が選出されました。１年間よろし

くお願いいたします。

ＪＲ塩狩駅は和寒町の大切な観光資源です
　ＪＲ北海道は、極端に利用の少ない駅を廃止していくこととし、

和寒町にあっては塩狩駅が対象となりました。

　塩狩峠の「塩狩駅」は和寒町の大切な観光資源として残してい

くこととしておりますが、三浦文学ファンや鉄道・駅ファンにも

ご協力、寄附等をお願いしながら、一緒に維持するよう努めてま

いりたいと思います。

場 所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容
金　額
(円 )

完成期限 受注者

三　笠 保育所施設整備工事
１歳児保育室エアコン設置
厨房食器乾燥機更新

2,970,000
令和 2年
7月 31 日

㈱浜田組

松　岡 土取場整備工事
土取場造成工　3.0ha
運搬路工 199.0m　排水路工 180.0m

7,260,000
令和 2年
10 月 30 日

㈱近藤組

町　内
令和２年度各戸水道メーター
取替工事

水道メーター取替 200戸 9,570,000
令和 2年
8月 28 日

㈱浜田組

中　和 中和自治会館改修工事
屋根塗装　578㎡
外壁塗装　218㎡

3,190,000
令和 2年
7月 15 日

㈱橘組

塩　狩 塩狩峠周辺整備工事
散策路・管理道　226.70ｍ
植生工　3,694.00㎡

8,976,000
令和 2年
8月 31 日

㈱コンドー興産

北　町 公民館設備等改修工事
外壁吹付タイル200㎡、喫煙所移設一式、
暖房設備中央監視装置取替一式

9,636,000
令和 2年
9月 18 日

㈱近藤組

工事着工の状況
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自衛官募集

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32歳以下

（採用予定月の１日現在）

受付中～５月末又は７月初旬

締切予定

令和２年６月中旬又は７月中旬予定

※会場は旭川

自衛官候補生

（男子・女子）

18歳以上32歳以下

(採用予定月の１日現在）

受付中～６月８日（月）

締切予定

令和２年６月14日（日）、15日（月）

※会場は旭川

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、日程等が変更になる場合があります。

■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。

こんにちは　農業委員会です！
　農業委員会総会の会議結果は下記のとおりです

●第５回　農業委員会総会

　日時・場所　５月 15 日（金）13 時 00 分

　　　　　　　町民センター子ども会室

　出 席 委 員　13 名

　議　　　件　１．農用地の使用貸借の解除　１件

　　　　　　　２．農用地の売買　　　　　　１件

　　　　　　　３．農用地の賃貸借　　　　　２件

　　　　　　　４．農用地の使用貸借　　　　１件

お問い合せは農業委員会

（TEL32-2435）まで

年 金 あ れ こ れ  ～保険料納付をわすれずに・・・
納めて安心国民年金～　

■お問い合わせ：住民課お客さま窓口係　TEL 32-2500

■国民年金保険料の「免除制度」
　保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しくなる

こともあります。経済的な理由により保険料を納めることができない場合は、保険料を「全額免除」

または、「一部免除」する制度があります。本人、配偶者及び世帯主それぞれの前年所得が一定の金

額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができます。

○免除が承認された場合の免除額と保険料� （令和２年度の月額保険料）

全額免除 ４分の３免除 半額免除 ４分の１免除

免除額 １６，５４０円 １２，４００円 ８，２７０円 ４，１３０円

保険料 ０円 ４，１４０円 ８，２７０円 １２，４１０円

　※�失業した場合は本人の前年所得にかかわらず、申請して承認されると保険料が免除されます。（免

除を申請する日の属する年度、または、その前年度に失業した方が対象です。）

■保険料免除された期間の年金額

　保険料の免除を受けた場合は、全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなり

ます。免除の承認をうけた期間の保険料については「追納制度」により、10 年以内であれば、後か

ら納めて老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

■手続きをされず未納のままだと・・・

・�保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に 1/2（税金分）受け取れますが、手続きをさ

れず未納となった場合、1/2（税金分）は受け取れません。

・�障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合が

あります。

■�そのほか、国民年金第１号被保険者の期間を対象とした産前産後期間の保険料免除制度（平成 31

年４月から）もございます。ご不明な点は、役場住民課お客さま窓口もしくは、お近くの年金事務

所までお問い合わせください。
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※わっさむ健康づくり応援事業とは？

わっさむ健康づくり応援事業　当選者が決まりました！
　和寒町では、令和元年度から『わっさむ健康づくり応援事業※』を実施しています。

　５月 12 日に対象者（平成 29 年度から令和元年度の 3年連続で『健康診査』と『がん検診２種類以

上』を受けた方）295 名の中から奥山町長が抽選し、各賞の当選者が決定しました。

健康診査
以下のいずれかを受けた方

　①町の健康診査

　②個人で受けた人間ドック※2

　③職場の健康診査※2

　　（特定健診に準ずる項目）

がん検診2種類以上
・肺がん検診

・胃がん検診

・大腸がん検診

・子宮がん検診

・乳がん検診

このうち、

２種類以上を

受けた方

※1　20～34歳以下の男性については、健康診査を３年間受診していただくと抽選対象になります。

※2　②、③の方は、結果（写）を保健福祉センターにご提出ください（印鑑必要）。

健康づくりに取り組む町民を応援することを目的に、令和元年度から始まりました。

対象条件を満たした方の中から抽選で10名様に健康に関するグッズをプレゼントいたします。

【対象条件】20歳以上の町民で、以下の健診（検診）を３年連続受けた方※１

健康づくりは
� 健診から

　今年度も実施しますので、ぜひ健診（検診）を受けて健康な体と健康グッズを手に入れましょう。

　※�令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響（健診を受けられない等）により、対象条件等

が変更になる場合があります。
■お問い合わせ：保健福祉課保健係　TEL 32-2000

　３月から地域おこし協力隊として活動を始めた塚本麻里さん。発酵食の資格（発酵ライフアドバイ

ザープロフェッショナル）を生かし、米麹や麦麹などの麹製品の商品化、販売化を目指しており、手

始めに工房として使える場所を探しています。将来に向けて大切な場所なので、気に入るまで時間を

かけて探すようです。また、研究段階の麹づくりも順調に進んでいるとのこと。

　塚本さんは、味噌、醤油、甘酒、塩麹など、日本の伝統発酵調味料を

手作りし、その健康効果などの知識を専門的に学べる、Hakko� Class.

という発酵教室の講師をしています。新型コロナウイルスによるイベン

トの自粛をきっかけに、新たな媒体としてオンラインでの教室開催を企

画しました。６月に初めてのオンライン教室「みりんを醸す」を開催予

定で、毎月ひとつの発酵食品をテーマに開催していきます。それぞれの

ご案内はHakko�Class.のホームページやFacebookをご確認ください。

地域おこし協力隊 報動活 告

　小野寺　進　様（川西）

特 賞 １名様：体重計(体組成計)

　中道　眞利子　様（菊野）、他１名

ヘルシー賞 ２名様：自動血圧計

　大石　直樹　様（東町）　　郷　　政雄　様（中和）

　松本　ゆかり様（西町）　　本間　ミツ　様（西町）

　中山　進一　様（川西）　　吉田　富士子様（東町）

　藤原　信子　様（日ノ出）

減塩賞 ７名様：減塩食品詰め合わせ
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■ 均等割の軽減割合が見直しされました
●保険料均等割の軽減割合が、次のとおり見直しされました。

【令和元年度】

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下

８割軽減

33万円 8.5割軽減

【令和２年度】　　　　　　　　　　　　

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円（かつ、被保険者全員が所得０円）
※年金収入のみの場合、受給額80万円以下

７割軽減

33万円 7.75割軽減

■ 均等割２割・５割軽減の範囲が見直しされました
●保険料均等割軽減のうち、２割・５割軽減に係る所得判定基準が、次のとおり見直しされました。

【令和元年度】

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28万円×世帯の被保険者数） ５割軽減

33万円＋（51万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

【令和２年度】　　　　　　　　　　　　

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

33万円＋（28万５千円×世帯の被保険者数） ５割軽減

33万円＋（52万円×世帯の被保険者数） ２割軽減

■ 保険料の計算方法（令和２年度）
●�保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」

の合計で計算します。

均　等　割
【１人当たりの額】

52,048円

所　得　割
【被保険者本人の所得に応じた額】

(令和元年中の所得－33万円)×10.98％

１年間の保険料
【限度額64万円】

（100円未満切り捨て）

　※�年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

●所得とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

■ １年間の保険料の賦課限度額が見直しされました
●保険料の賦課限度額が、次のとおり見直しされました。

令和元年度 令和２年度

62万円 64万円

■お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒060-0062
　　　　札幌市中央区南2条西14丁目　国保会館６階
【電話】011-290-5601

和寒町役場　住民課保険医療係
【電話】32-2422
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森林火災を未然に防ぐ

和寒町や上川北部森林管理署など９つの団体で構

成されている「林野火災予消防対策協議会」は、新

型コロナウイルス感染拡大防止のため会議はせずに

パレードのみとなりましたが、今年も広報車により

山火事予防を、地域住民に注意を呼びかけました。

札幌自由が丘学園三和高等学校入学式

札幌自由が丘学園三和高等学校の2020年度入学式

が三和高等学校校舎でおこなわれました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出席者を

制限したなかでの開催となり、４名が入学しました。

生徒たちは、和寒町の歴史、産業、自然に触れる

夏と冬のスクーリングをはじめ、様々な地域体験を

通して学びを深めていきます。

中学校で手洗い講習

新型コロナウイルス感染予防のため、和寒中学校

で手の洗い方講習をおこないました。

全学年を対象にブラックライトと、ライトに反応

するローションを使い、爪や手の甲などの洗い残し

をチェックしました。

生徒からは、自分の洗い残しの癖がわかったので

今後気をつけたいなどの声がありました。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

２駅に子どもたちの絵を

商工会女性部が５月に運行を予定していたＪＲ北

海道の観光列車「花たびそうや号」のおもてなしと

して、乗客に和寒の子どもたちが描いた鉄道の絵を

プレゼントしようと企画していましたが、中止とな

ったため和寒駅と塩狩駅に子どもたちの絵の展示を

おこないました。

作品は８月末まで両駅で掲示しておりますのでぜ

ひご覧ください。

4/24
(金)

4/16
(木)

4/22
(水)

4/17
(金)
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健 康 メ モ

「どんな食品」を「どのくらい」
食べると良いのか　(大人の目安量抜粋)

　「免疫力」とは細菌やウイルスなどに感染しないよう体を守り戦う力のことで、十分な睡眠・適

度な運動・栄養バランスの良い食事が免疫力維持の基本です。

　今回は、食事内容を見直して ウイルスに負けない体づくりを心がけましょう。

か
・ ・ ・ ・ ・

たよった食事をしていませんか？

□食事量が少ない、または多い　　□ごはんを食べない

□漬物とごはんだけで済ませる　　□カップ麺とおにぎりだけで済ませる

□菓子パンだけで済ませる　　　　□野菜が少ない

□肉、魚、卵、大豆製品、乳製品を食べていない　など

「栄養不足」や

「食べすぎ」など

か
・ ・ ・ ・ ・

たよった食事は

免疫力低下の原因

となります

【免疫力を維持する食事】

～食事を工夫し「免
めんえきりょく

疫力」を
維持しましょう～

１日３食、①②③④を
組み合わせて食べましょう

魚

卵

大豆製品

牛乳

※野菜は加熱していない

時の分量です。  

350ｇの中には、いも・ 

きのこは含みません。 

50ｇ 

50ｇ 

1 個 

200 ㏄ 

野菜 350ｇ 

果物 1 個 

100ｇ 

50ｇ 

100ｇ 

肉

きのこ

いも

(右写真) ① ② 

④③
ごはん・  

パン・めん  

などの主食

みそしる 

スープなど 

1 日 1 回

野菜・きのこ

を使った 

おかず 

肉・魚・卵

大豆製品の 

おかず

※特定の食品を摂ることで免疫力を高めることはできません。
　色々な食品を目安量摂ることが大切です。

そうは言っても、外出を控えて

こまめに買い物に行けないし・・・

長期保存できる食品を選んで、か
・ ・ ・ ・

たよりな
・ ・

く食べましょう。

 【管理栄養士　吉田　美佳】

野　菜

きのこ

果　物

・長期保存できる食品を選ぶ

・「冷凍野菜」を利用する

大根、人参、ごぼう、玉ねぎ、干ししいたけ、りんご など

ほうれん草、おくら、ブロッコリー、いんげん などを

凍ったまま味噌汁や煮物に使用する

肉・魚 ・「缶詰」を利用する

　　　　　     　　　

サバ缶、いわし缶、さんま缶、鮭缶などの水煮・味付け缶

や やきとり缶 などをキャベツや大根など野菜と一緒に煮

物にする

大豆製品 ・ 豆腐より長期保存できる

　食品を選ぶ     

・厚揚げ、高野豆腐、冷凍枝豆、大豆水煮缶

・ 納豆、油揚げはそのまま冷凍し、食べる前日に冷蔵庫へ

移して解凍する

主　食 ・茹でめん、食パン 

・インスタント麺

袋のまま冷凍し、食べる前日に冷蔵庫へ移して解凍する

電子レンジで加熱した もやしや人参を加え、野菜と一緒

に食べる
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FMラジオ「情報わっさむ」毎週火曜日放送中！　詳しくは町HPで

～新型コロナウィルス感染症拡大防止の取り組みについて～
　図書館の本には、抗菌フィルムカバーがかけられています。

　また返却いただいた本は表紙などを消毒の後、棚に戻しています。

話題のベスト本

「いかがなものか」

� 群ようこ /著

なんなのだ、あれは! ファッション

から相撲観戦時のトランプ大統領ま

で、世間で起こるあんなこと、こん

なことへの「いや」と「違和感」に

切り込むエッセイ集。

「夫のトリセツ」

� 黒川　伊保子 /著

ひどいひと言や気が利かない態度

は、愛情の欠如でも、彼自身の個性

でもなく、男らしさの副産物。人工

知能の研究者が脳科学の立場から、

男性脳の仕組みや取り扱い方を紹介

する。

話題の新着本

図書館へいこう！図書館へいこう！

「輪舞曲(ロンド)」�朝井まかて/著

「私、女優になるの。どうでも、決め

ているの」舞台に立ちたい一心で子を

捨て上京し、キャリアの絶頂で没した

伝説の名女優・伊澤蘭奢。野心を貫い

た華の生涯を男達の眼から描き出す。

「修羅の家」� 我孫子武丸 /著

中年女性・優子の家には、同じ格好を

した10名ほどが「家族」として暮らし

ている。彼らは優子に虐待されてい

た。区役所で働く北島は、「家族」の

一員である初恋相手の愛香を救おうと

し…。

「迷宮の月」� 　安部龍太郎 /著

日本の安定のためにはこの外交交渉が

不可欠だ。遣唐使・粟田真人は、使節

団にすら打ち明けられぬ重要な機密を

胸に、波濤を超え長安を目指す…。唐

を舞台とする歴史情報小説。

「魔女たちは眠りを守る」　

� 村山早紀 /著

古い港町に、若い魔女の娘・七瀬が

帰ってきた。かたわらに使い魔の黒猫

を連れて。懸命に生きて、死んでゆく

ひとの子と、長い時を生きる魔女たち

の出会いと別れの物語。

「赤ちゃんをわが子として

育てる方を求む」� 石井光太 /著

産婦人科医・菊田は、望まぬ妊娠をし

た女性と子どもを望む夫婦の橋渡しを

始める。それは法を犯すことでもあっ

た。国を相手に闘い「特別養子縁組制

度」成立に人生をかけた男の物語。

「焦眉」� 　　今野敏 /著

住宅街で男性が刺殺された。野党議員

を内偵中の東京地検特捜部の検事・灰

谷は、現場付近の防犯カメラに映って

いた事実だけを理由に議員秘書を拘束

し…。

「暗鬼夜行」� 月村了衛 /著

ＳＮＳに投じられた生徒の<告発>。突

如浮上した、学校代表の「読書感想

文」盗作疑惑。学び舎の陰より生まれ

し悪意が、一人の教師を奈落の闇に突

き落とす。

「逃亡者」　� 中村文則 /著

第二次大戦下、ある作戦を不穏な成功

に導いたとされる美しきトランペッ

ト。それを隠し持ち逃亡する男には、

ある女性と交わした一つの「約束」が

あった。

図書館は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館しておりましたが、５月26日より開館しましたのでご

利用下さい。なお、利用については一部制限がありますのでご理解・ご協力をお願いします。
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■人の動き　　　　　　　４月末現在
人　口　　３，２６９人（＋12人）
　男　　　１，５３５人（＋５人）
　女　　　１，７３４人（＋７人）
世帯数　　１，６３９戸（＋５戸）

(　)は前月比
出生　３人　　死亡　２人
転入　15人　　転出　４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　　住　所

沼田　隼
は や と

斗くん　　浩二・梨恵　　北　町

山口　愛
あい

翔
と

くん　　祐平・愛　　　南　町

村岡　吟
おと

春
は

ちゃん　創太・沙織　　三　笠

■お悔やみ申し上げます
	 	氏　名	 　年齢	 住　所
小野　好秋さん　　　80歳　　　　西　町

士別警察署かわら版
自転車の安全利用の促進について

自転車安全利用五則
１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外

２ 車道は左側を通行

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

４ 安全ルールを守る

　○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止

　○夜間はライトを点灯

　○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５ 子どもはヘルメットを着用

大人も子供もヘルメットの着用を
　万が一のケガを予防するために、通勤・通学な

どに自転車を使用する方は、お子さんをはじめ、

ご家族の皆様などもヘルメットを着用しましょう。

自転車も保険加入の時代！
　自転車での加害事故による賠償請求も高額案

件が増加しており、北海道自転車条例で自動車

損害賠償保険の加入を促進しています。

　ご自分もご家族も、安心して自転車を

利用するために、保険に加入しましょう。

　国民生活安定緊急措置法施行令（以下「施行
令」）の一部改正により、『衛生マスクの転売行
為』が３月 15日から規制されています。
　衛生マスクを不特定の相手に売り渡す者から

衛生マスクを購入した者が、当該マスクの譲渡

を行うこと（不特定又は多数の者に対し、当該

マスクの売買契約の申し込み又は誘引を行うも

のであって、当該マスクの購入価格を超える価

格によるものに限る）

　罰則は１年以下の懲役若しくは 100 万円以下

の罰金となります。

　問い合わせは士別警察署まで

　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

和	寒	町

▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

 ４月分　141件　計 156万円

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　小　野　ヒロ子さん（西　町）

▼布マスク100枚　和寒町商工会女性部

社会福祉協議会

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　小　野　ヒロ子さん（西　町）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（マスク・野菜他）

▼髙桑ヤス子さん（三笠）

▼（有）小林金物店（北町）

▼北　光義さん（西和）

▼和寒町商工会女性部（西町）

▼宮崎　光行さん（北原）

▼柴田　賢二さん（東町）

▼（株）丸〆商会・和寒農機（株）（北町）

４月中交通事故状況 （４月末現在）

発生件数
人 身　０件（　　１件）

物 損　１件（　１６件）

死　　者 ０人（　　１人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 ８人（　３４人）

（　）内は令和２年累計

こちら和寒駐在所
マスクの送り付け商法に

気をつけてください！
　先日、士別署管内の一般住宅に対して、注文

した覚えのないマスクが送り付けられ、代金を

請求する悪徳商法が発生しました。

　新型コロナウイルス感染症防止対策に乗じた、

この手の悪質商法に十分に気をつけましょう！

　もし、注文した覚えのないマスクが送り付け

られた場合は、受け取らずに受け取りを拒否し

ましょう。

　不安に感じた方は、すぐに警察に相談してく

ださい。

問い合わせは和寒駐在所まで

　和寒駐在所　㈹３２－２１１０

梢　広報わっさむ　令和２年６月号13
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広 報 わっさむ

こんには！しょうまです♬☘♪
只今自粛期間で外に出られないですが、家でテレビなど見
たり、アンパンマンのおもちゃで楽しく遊んでいます！ま
だ話すのが下手ですが、アンパンマンだけは話せる様にな
りました！皆さん、落ち着きましたら、たくさん遊んで下
さいね！

ペダル踏み間違い時の急発進等抑制装置取り付車第1号

　町では、今年度の事業として、65 歳以上の町民が所有す

る自家用車に、国が認定する後付け急発進等抑制装置の取り

付けに対し、町として最大 1万円の助成を行っております。

　今回町内第１号として、４月 28 日（火）に石田十美夫さ

ん（81 歳・字西和）の車への取付けが完了しました。石田

さんは、「装置のことはテレビやラジオで知っていたので、

もしもの事態に備え、今回取り付けることにしました」との

ことでした。

　町の申請期間は令和３年３月 31 日までとなっています。

今後取り付けを考えている方は、補助の詳細について役場総

務課生活安全係までお問い合わせください。

↑
運転席に取り付けた
急発進を抑制する設
定装置

手作り布マスクのご寄付をいただきました

　５月 12 日に和寒町商工会女性部（部長：石上厚子）より新型コロナウイルス感染によるマスク不

足を受け、家庭にある布を利用した、手作りの布マスク 100 枚を寄贈していただきました。

　提供されたマスクは、町内の福祉施設などで有効に活用させていただきます。

茂木　 翔
しょう

馬
ま

くん　《H31.１.４生まれ》

　三笠　おとうさん　茂　木　隆　司さん
　　　　おかあさん　　　　　ゆりこさん

広報わっさむ　令和２年６月号　梢14


