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８月１日（土）　三浦文学でフットパス



目的地に向かって出発！！

夫婦岩から見た和寒町の風景

みんな笑顔で山登り！今だけはマスクを外します。

ガイドさんからの三浦文学の
説明がありました。

夫婦岩まであと少し！！

　塩狩峠記念館友の会、三浦綾子文学館と和寒町が協力して８月１日（土）に開催したこの催しは、昨

年の倍以上の54名の参加となり、新型コロナウイルスで生活が制限されている中、受付で体温測定や

体調確認を行い、２班でスタート。ペースに合わせて、マスクを外し山の空気を吸いながら、道端のゴ

ミも拾いながら、一杯のマイナスイオンに癒やされました。天候にも恵まれて、過去数年の中では一番

良い条件で「夫婦岩」を目指して歩くことができ、参加者全員が夫婦岩まで登頂することができました。

　フットパスとは、森林や田園地帯、古い街並みなど昔からある風景を楽しみながら歩く【Ｆｏｏｔ】

ことが出来る小径（こみち）【Ｐａｔｈ】のことを言います。和寒の自然を歩きながら、三浦文学や和

寒町の歴史に触れ夫婦岩を目指すコースです。和寒では、平成 28 年に小説「塩狩峠」50 周年記念事

業の一つとして実施され、今年で５回目の実施となりました。

三浦文学でフットパス
～  塩 狩 か ら 夫 婦 岩 の 道  ～

全員登頂
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新型コロナウイルス感染症対策情報
　今もなお感染終息の目処がたっていない新型コロナウイルス感染症対策として、新たに約 58 百万

円を追加補正（８月７日専決処分）しました。主な内容をお知らせします。

・子育て支援センター環境整備事業　210 万円
 　 利用児童にマスク着用をお願いしておりマスク熱中症の危険があるため、サロン室の他に学童保

育室及び保護者との育児相談を行っている事務室にエアコンを設置します。

・保育活動支援事業　52 万円
 　 感染予防のため保育参観など保護者の来所制限をしており、子どもたちの様子を職員が動画撮影

し、保護者の方に見ていただけるよう機材等の整備を行います。

 　 また、３歳児未満が利用しているお散歩カートが密集にならないようカートの数を増やし感染の

危険性を防ぎます。

・各種健康診査感染予防対策事業　41 万円
 　 乳幼児検診や特定健康診査など受診者同士の接触を回避する

ため会場に設置するつい立てスクリーンの購入や、感染予防

のための指導教材として手洗いチェッカーの購入をします。

・コロナ終息祈願花火大会補助事業　25 万円
 　 新型コロナウイルス感染症の終息を願う「花火大会」の開催と、この模様をオンラインによる動

画配信や動画製作などに要する経費に対し補助金を交付します。

・和寒中学校換気対策事業　1,265 万円
 　 子どもたちの健やかな学びの保障をするために、換気の悪い密閉空間を作らないよう教室や体育

館に換気設備を整備します。

・プレミアム付商品券発行事業　4,150 万円
 　 新型コロナウイルスの影響による町内消費落ち込みの早期回復と地域経済の活性化のため、「プレ

ミアム付き元気応援商品券」を発行する事業に対して補助金を交付します。

高齢者施設のコロナウイルス感染対策について
　町内の高齢者施設では、感染拡大防止のため２月下旬から訪問者の面会制

限、ご利用者の健康管理、施設内の消毒、職員のプライベート感染予防など、

予防対策を徹底し安全安心に努めています。

　また、ご利用者とご家族の気持ちに配慮し、工夫を凝らした面会を実施し

ています。

　『ぐるーぷほーむおや里かん』では窓越しでの面会やマスク着用した上で、

２メートル離れ５分間の面会を行っています。

　『特別養護老人ホーム芳生苑』は、予約制でビニールカーテン越しやオン

ラインでの面会を実施しています。終末期のかたは、他のご利用者と離れた

個室に移っていただき、ご家族は感染防護策をしっかり講じたうえで少人数

の面会を可能としました。

　いずれも厚生労働省及び各団体のガイドラインに沿って対応しています。

　今後、感染状況の変化により、対応を変更することがありますので、面会

ご希望の際は、直接施設へお問い合わせください。

お問い合わせ：『ぐるーぷほーむおや里かん』☎ 32-6881

　　　　　　　『特別養護老人ホーム芳生苑』☎ 32-3164

つい立てスクリーン 手洗いチェッカー
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和寒町新型コロナ対策
　和寒元気！プレミアム応援券事業について

　新型コロナウイルスの影響による町内消費落ち込みの早期回復と地域経済の活性化を町民みんなで

取り組み和寒町の元気を取り戻すため、プレミアム付き応援券事業を実施します。

　今年度については、例年の活活商品券よりもお得なプレミアム率 40％で販売します。

　９月 18 日（金）発行のお知らせ版と同時に申込書を各世帯へ配布いたしますのでみなさまのご利

用よろしくお願いします。

和寒町新型コロナ対策　和寒元気！応援券

　○発 行 額 面　５，０００円

　○利 用 額 面　７，０００円（プレミアム分２，０００円）

　○購入限度額　１戸あたり１０万円

　○販 売 期 間　令和２年９月 28 日（月）～ 11 月 30 日（月）

　○使 用 期 間　令和２年 10 月１日（木）～令和３年２月 28 日（日）

　○販 売 場 所　９月 28 日（月）～ 30 日（水）町民センター子ども会室　９時～ 17 時

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商工会　９時～ 20 時

　　　　　　　　10 月１日（木）～和寒町商工会　９時～ 17 時

　　　　　　　　　　　　　　　　ホクレンショップ和寒店　９時 30 分～ 17 時

　　　　　　　　　　　　　　　　セブンイレブン和寒町店及びローソン和寒町店（時間制約なし）

お問い合せは

和寒町新型コロナ対策　和寒元気！プレミアム応援券実行委員会（32-2341まで）

　和寒町、ＵＨＡ味覚糖株式会社、

北翔大学が産学官連携で開発した

スナック菓子『かぼちゃコロッケ

のまんま』が全国発売されていま

す。和寒町食と観光情報案内所で

も販売していますので、みなさま

ぜひ応援よろしくお願いします。

販売価格１５０円（税抜）

Sozaiのまんま
『かぼちゃコロッケのまんま』が全国発売中！
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新型コロナウイルス感染症について

偏見や差別をなくすためのお願いです。

　全国各地で感染される方が増えています。

　テレビ報道や研究者の話として、この感染症は、どれだけ気を付けていても誰もが感染する可能性

があり、若い人を中心に感染していても無症状であるため、誰もが気づかないうちに感染を広げてし

まうと言われています。

　つまり、ウイルスに感染することや感染させてしまうことは、防ぎきることはできないことであっ

て、誰のせいでも、誰かが悪いわけでもありません。

　しかし、ウイルスの感染拡大によって、感染者だけでなく、感染リスクと背中合わせで闘っている

人々やその家族までが偏見や差別、いじめなどの不当な扱いを受けるという問題が起きています。

　確かに感染すると重篤になったり死に至るという報道を耳にするたびに「ウイルスの恐ろしさ」を

感じてしまいますが、今、一番恐ろしいことは「感染すること、感染させること」ではなく、差別を

恐れて病状を隠したり、感染者が濃厚接触者の調査に協力しないことで感染を拡大させるという負の

連鎖を招くことです。

　感染予防を徹底してイベントなどを再開し、少しでもこれまでの日常に戻そうと努力されている人

たちもたくさんいらっしゃいます。

　一歩一歩、前に向かう行動にご理解とご協力をいただくとともに、和寒町で感染者が出たとしても、

町民の皆さんの心優しく、そして冷静な行動を心からお願いします。

　私たちが向き合う (闘う )べき相手はウイルスです。

　令和２年９月

 和寒町長　奥　山　　　盛　　

➡誹謗中傷やいじめなどでお困りの時は一人で悩まずご相談ください。
みんなの人権 110番 女性の人権ホットライン 子どもの人権 110番

0570-003-110 0570-070-810 0120-007-110

➡日本赤十字社が作成した動画をぜひご覧ください。

【日本赤十字社】

「ウイルスの次にやってくるもの」
https://www.youtube.com/
watch?v=rbNuikVDrN4

【長野県＆日本赤十字社長野県支部コラボ動画】

　新型コロナウイルスの
3つの顔を知ろう！

https://www.youtube.com/
watch?v=XrBGjEkuOvA&fe
ature=youtu.be
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　先日、山に入る機会がありました。植林されておらず、必要以上に人の手が加えられていない天然

の山です。そこには、コクワの木、くるみ、野イチゴ、桑の実、ウドなど、多種多様の植物があちこ

ちに植わっていたのですが、どれも人が植えたわけではなく自然とそこにあったというので大変驚き

ました。わざわざ植えなくても、人が食べられる食材があまりにも豊かにあったからです。都会育ち

の私には、「人が食べる作物は植えて育てるもの」という観念があったようで、天然の山には、もぎとっ

てそのまま食べられる美味しい食材がたくさんあったことに、ものすごく感動してしまいました。

　ましてや、自然のままにある山の生態系が、こんなにもバラン

スがとれているなんて…。私も一人の動物として、そんなことを

知らなかったなんて恥ずかしく感じてしまいます。でも、同じよ

うに知らない、もしくは忘れている人は少なくないのではないで

しょうか。

　どんな意図かによらず、人間が自然に手を加えると、バランス

作用がそれなりに働く。利己的な意図が行き過ぎて、様々な形で

表れているのが今の世の中なのでしょう。それは自然環境の話に

とどまらず、どんなことにも当てはまるように感じ、思いがけず、

また一つ山に気付きをもらった気がします。

　町内でも天然の山が残っている場所はあると思います。そこに

は本当の豊かさが眠っているはずです。私はそういう場所の近く

で暮らしを作っていきたいな…☆彡

地域おこし協力隊 ムラコ

自衛官募集

受験種別 応募資格 受付期間 試験日　及び　会場

自衛官候補生

（男子・女子）

18歳以上33歳未満

(令和３年４月１日現在）

受付中～10月12日（月）

締切

令和２年10月18日（日）、19日（月）

会場：旭川

※いずれか１日を指定できます。

■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。

地域おこし協力隊
塚本　麻里

（つかもと　まり）

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８回　農業委員会総会

　日時・場所　８月 20 日（木）13 時 30 分

　　　　　　　役場第２会議室

　出 席 委 員　12 名（全委員出席）

　議　　　件　１．土地の現況証明　　　１件

　　　　　　　２．農用地の売買　　　　１件

　　　　　　　３．農用地の賃貸借　　　２件

　　　　　　　４．農用地の買入れ協議　６件

○農地利用状況調査（農地パトロール）を実施

　農業委員会総会後に、農業委員が農地の有効利用を図るため、

遊休農地（耕作放棄地）や農地の違反転用の実態を調査しました。

お問い合せは農業委員会

（TEL32-2435）まで
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Ｊークレジット購入証明書を贈呈しました
　７月 31 日（金）役場庁舎でＪ－クレジット購入認定書の

贈呈式が行われました。和寒町では、新エネルギー政策とし

て役場庁舎・図書館・保健福祉センターの暖房に木質チップ

を使用したバイオマスボイラーを使用しており、平成 28 年

11 月から令和元年 11 月までの３年間の化石燃料を使用した

際と比較した和寒町の二酸化炭素削減量が 494 トンとなり、

今年２月にＪ－クレジット認証を受けました。この内の 42

トン分を資源リサイクル業の㈱鈴木商会（駒谷僚代表取締役

社長　札幌市）が購入し、奥山町長から第１号の認定書が手

渡されました。

役場庁舎裏にある
木質バイオマスボイラー

Ｊ－クレジット制度とは�
　国が認証するＪ－クレジット制度とは、省エネルギー機器の

導入や森林経営などの取組による、ＣＯ２などの温室効果ガス

の排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制

度です。

　本制度は、国内クレジット制度とオフセット・クレジット（Ｊ

－ＶＥＲ）制度が発展的に統合した制度で、国により運営され

ています。創出されたクレジットは、低炭素社会実行計画の目

標達成やカーボン・オフセットなど、様々な用途に活用できます。

和寒東山スキー場ヒルクライムレースの開催について
　このたび、東山ヒルクライムレースの開催にあたり、住民の方から以下のとおりご意見とご要望を

いただきましたので、次のとおり回答させていただきます。

【ご意見、ご要望の趣旨】
　新型コロナウイルスが流行し様々な行事が中止されている中で、町外から人がたくさん集まるクラ

イムヒルレースを開催することは、町民が感染する心配もあり疑問を感じます。

　開催に当たっての考え方を広報でお知らせください。

【実行委員会の考え方について】
　ご指摘をいただいたとおり、本年の 2月以降、新型コロナウイルス感染防止対策として、町内各種

行事の中止が決まっている状況にあります。

　しかしながら、新型コロナウイルスとの闘いが長期化している中で、国が示した「新しい生活様式」

を受けて、北海道が事業継続やビジネスチャンス拡大につなげていく「新北海道スタイル」を推奨し

ていることから、実行委員会としては、感染リスクの低い屋外でのスポーツを「新北海道スタイル」

で取り組むこととしたものです。

　なお、開催当日の感染防止対策としては、参加者に対して、会場入り口での検温・入場制限、マス

クの着用とこまめな手指消毒の励行などをお願いする考えです。

　また、参加者が居住する地域での緊急事態宣言または自粛要請が出ている場合などは、当日の参加

を見合わせていただくこととしています。

　さらに、今後、国や道からの緊急事態宣言などが発令された場合はレースを中

止することとしており、これらの留意事項は、大会ホームページでお知らせして

いるところです。

　実行委員会としては、このたびいただいたご意見も踏まえ、より一層の感染防

止対策に努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じます。
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令和2年
国勢調査の
お知らせ

令和2年国勢調査を
全国いっせいにおこないます
国勢調査は、統計法という法律に基づいて、日本に住んで

いるすべての人・世帯を対象として実施する統計調査です。

調査の回答は、パソコンやスマートフォンを使用してのインターネット回答、又

は紙の調査票での回答、どちらかの回答方法を選んで調査にご協力ください。

インターネットで回答する場合
紙の調査票より回答方法が分かりやすく、インターネット回答を完了

しましたらそこで調査は終了になりますので、日中は不在がちな一人

暮らしの方や、仕事が忙しい方にオススメです。

９月 14 日（月）～ 20 日（日）の間に各世帯に「調査票」等の調査書類を配

付しますので、同封の「インターネット回答利用ガイド」をご確認ください。

国勢調査オンラインサイトへアクセスし、記載されているログインＩＤとア

クセスキーを入力し回答をお願いします。インターネット回答ができなかっ

た場合は、紙の調査票での回答をお願いします。

回答期限　９月 14日 ( 月 ) ～ 10月 7日 ( 水 )

９月 14 日（月）～ 20 日（日）の間に各世帯に「調査票」等の調査

書類を配布しますので、「調査票の記入のしかた」をよく確認して

記入し、提出してください。郵送の場合は、専用の返信用封筒が同

封されていますので、確実に封をして投函してください。調査員に

提出する場合は、お互いに時間を合わせて確実に手渡してください。

回答期限　10月 1日 ( 木 ) ～ 10月 7日 ( 水 )

※�新型コロナウイルス対策のため、調査員がお伺いするときはマスクを着用し、一定の距離を保ち

調査の説明を行います。インターホン越しでの説明をご希望の方は、調査員の訪問時にその旨�

お伝えください。

紙の調査票で回答する場合
鉛筆で調査票に記入していただき、郵便ポストに投函するか、調査員に手渡し

で提出をお願いします。調査員が訪問したときに、提出方法をお伝えください。

国勢調査についてのお問い合わせは、

コールセンター（℡0570-07-2020）または、役場総務課（℡0165-32-2421）まで

国勢調査をよそおった
「かたり調査」にご注意ください！

金銭を要求してきたり、不審な電話があった場合は、
役場まで速やかにお知らせ下さい。
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年 金 あ れ こ れ 年金の「未納」「免除」等の期間があるかたへ
～国民年金を増やしませんか？～

◆付加年金制度とは？
　国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々 400 円）を納めると、老齢基礎年金に付加年

金が上乗せされます。

　付加年金の年金額は、200 円×付加保険料納付月数となります。

○ 20 歳から 60 歳までの 40 年間、付加保険料を納付した場合　

　　200 円× 12 カ月× 40 年＝ 96,000 円となり、

　　96,000 円が毎年、付加年金額として受け取れます。

◆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。

　※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。

※手続きについては、役場住民課お客さま窓口係または旭川年金事務所にお問い合わせください。

付加保険料額 　　　　

月額⇒400円

付加年金額 　　　　　

年額⇒200円×納付月額

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

西和 西和地区不良排水路改修工事 施行延長　L=72.7m　U600装工 2,805,000
令和 2年
9月 30 日

㈱コンドー興産

三和 ８号道路路面改修工事
工事延長　L=540ｍ、W=6.0m
（15～16線間）

13,255,000
令和 2年
10 月 23 日

㈱近藤組

三笠 万世橋長寿命化（修繕）工事
万世橋　橋長L=19.7m
（2号道路沿い�ワッカウエンナイ川）

17,270,000
令和 2年
11 月 20 日

㈱近藤組

工事着工の状況

付加年金納付額と受け取り額早見表

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

国民年金を受け取り始めて２年で付加保険料の合計額に見合う付加年金額を

受け取ることができます。
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健康グッズを贈呈

「わっさむ健康づくり応援事業」の対象者（H29

～R１年度の３年間連続で、健診やがん検診を受け

ていただいたかた）295人の中から、奥山町長が抽

選し決定した10人の当選者の方々に、健康に関する

グッズを贈呈しました。

小野寺進さん（川西）は、特賞の体組成計付き体

重計で筋肉量を測り、「元気な体を維持していくた

めに今後も運動を続けていきたい」と話してくださ

いました。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

水中レクリエーション

和寒町Ｂ＆Ｇ海洋クラブ（合田鉄雄会長）主催の

水中レクリエーション大会が開催され、幼児から小

学生まで59名が参加しました。

子どもたちは、水辺の事故を防止するための安全

紙芝居で危険な場所や行動を学んだあと、密集しな

いよう工夫された玉入れや宝探しなどの遊びをとお

して水に親しみ、短い夏休みのひとときを楽しんで

いました。

8/8
(土)

開拓先人守護の塔献花式

三笠山山頂にある開拓先人守護の塔において、献

花式が行われました。

奥山町長から「先人の苦労に改めて感謝と敬意を

表したい」と式辞を述べ、その後参列者一人ひとり

が花を供えました。

今年は、新型コロナウイルス感染症予防のため、

規模を縮小し参列者28名での開催となりました。

8/8
(土)

こども館　陶芸教室

生きがいセンターで、保育所入所前の子育てをさ

れているお母さんを対象に陶芸教室が開催され、６

名が参加しました。

作成するものは自由で、陶芸クラブの方々の指導

のもと、お子さん用のコップやキャンドルホルダー

などを作成しました。

参加者からは、「完成が待ち遠しい、早く家で使

ってみたい」と完成を楽しみにされていました。
7/16
(木)

広報わっさむ　令和２年９月号　梢10



健 康 メ モ
【心不全の爆発的拡大が危惧されている！？】
　高齢者を中心に心不全が急増しています。

　心臓は収縮を繰り返すことで血液を全身に送り出すポンプの働きをしています。心不全ではこの

心臓の筋力（心筋）が傷むことでポンプ機能が低下し、全身や肺に血液が溜まり次のような症状が

起こります。

心不全の自覚症状

□　息が切れる	 □　むくみがある	 □　疲れやすい

□　体重増加	 □食欲不振　　　　　　
その他…

	 □腹部の膨
ぼう

満
まんかん

感　　

	 	 □低血圧　

	 	 □手足が冷たい　など

　心不全は、増悪を繰り返しながらだんだんと進行し、時に急激に悪化して突然死に至る場合も

あります。自覚症状がある場合は早めに医療機関で詳しい検査や治療を受けることが大切です。

【心不全の原因】
心筋梗塞 (しんきんこうそく ) 

・	心臓の筋肉に血液を送る冠
かん

動
どうみゃく

脈
がつまる病気。発作が急激に起
こり、死に至る場合もある。

・	病状が落ち着いた場合も、その
後、心筋が線維化して心不全に
なることが多い。

高血圧 (こうけつあつ ) 

・	血圧が高いと、心臓はそれだ
け強い力で血液を押し出すこ
とになる。

・	高血圧が続くと、心筋に過剰
な負担がかかり続け、心臓の
はたらきが低下する。

≪その他の原因≫

・心
しんぞう

臓弁
べんまくしょう

膜症　　・不
ふせいみゃく

整脈　　・心
しんきんしょう

筋症　・貧血　・加齢

・そのほかの生活習慣病（糖尿病・脂質異常症・肥満・メタボリックシンドロームなど）

【心不全の予防がカギ！フレイル対策】
　フレイルとは、加齢に伴い予備能力が低下し、ストレスに対する回復力が低下し
た状態をいいます。高齢者では心不全が起きると呼吸苦や疲れやすさから、日常生

活全般に支障がおき、体力の回復に時間を要します。その結果フレイル状態が更に

悪化し介護や治療が必要となる危険が高まります。介護予防には心不全を起こさな

い、悪化させない取り組みが重要です。

　

　高血圧や心筋梗塞をはじめ、心不全の原因となる生活習

慣病の多くは中高年期（40 ～ 50 歳代）頃から起こります。

　「症状が無いから」「元気で働けているから」と放置せず、

生活習慣の見直しや適切な治療・服薬など

受け、若いうちから心臓に負担をかけない

生活をこころがけましょう。

	 ［保健師　酒井香奈子］

～息切れやむくみ～もしかして心不全?!～

心不全予防のポイント

～血圧の適切な管理のために～

・毎日家庭で血圧測定

・減塩や節酒、禁煙

・肥満解消

・適切な治療と服薬

　（治療は中断しない！）

最も多い！ ２番目に多い
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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

『鬼滅の刃』� 吾峠　呼世晴 /作

主人公が鬼と化した妹を人間に戻す方

法を探すために戦う姿を描いた話題の

マンガ本です。

今月のBEST本
（７月の貸出回数上位本）

『首里の馬』� 高山羽根子 /著

中学生の頃から沖縄

の郷土資料館の資料

整理を手伝う未名子

は、世界の遠く隔

たった場所にいる人

たちにオンライン通

話でクイズを出題するオペレー

ターの仕事をしていた。

2020上半期　芥川賞・直木賞 そろえています！

　芥川賞Ｗ受賞　 　直 木 賞　

『少年と犬』� 馳星周 /著

傷つき、悩み、惑

う人々に寄り添っ

ていたのは一匹の

犬だった。犬を愛

する全ての人々に

捧げる感動作。

全６編収録。

図書館へいこう！図書館へいこう！

『破局』� 遠野遙 /著

元高校ラグビー部

員の大学生のスト

イックでリア充、

だけどどこか奇妙

なキャンパスライ

フを描く。初の平

成生まれの芥川賞受賞作。

話題の新着本

『一人称単数』� 村上春樹 /著

世界は流れていく。物語が光景をとど

める-。表題作ほか「石のまくらに」

「チャーリー・パーカー・プレイズ・

ボサノヴァ」など８作を収録した６年

ぶりの短篇小説集。

『そこに無い家に呼ばれる』

� 三津田信三 /著

自分の家が、一番怖い場所となる-。

蔵から発見されたのは、封印が施され

た３つの記録。それはすべて「家その

ものが幽霊」だという奇妙な内容で

…。

『スキマワラシ』� 恩田陸 /著

古道具屋を営む兄・太郎と、物に秘め

られた“記憶”が見える弟・散多。あ

る日、ふたりはビルの解体現場に現れ

る少女の都市伝説を耳にするが。ファ

ンタジックミステリ。

『毒島刑事最後の事件』

� 中山七里 /著

SNSの悪意×匿名性×依存性が引き起

こす厄
やくさい

災。鋭い舌鋒で容疑者を落とす

百戦錬
れ ん ま

磨の刑事・毒島が卑劣な敵を相

手に最後の戦いに挑む。

『純喫茶パオーン』�

� 椰月美智子 /著

創業約50年の「純喫茶パオーン」。店

主の孫である「ぼく」が、小学５年・

中学１年・大学１年の頃にそれぞれ出

会った不思議な事件と温かな日々を描

く。

『二百十番館にようこそ��』

� 加納朋子 /著

就活に挫折して以来、実家でオンライ

ンゲーム三昧に日々を送る俺は、親に

追放されるように離島での暮らしを始

める。ニート仲間を集めてシェアハウ

スを営むうちに、人生が少しずつ広

がってゆき…。

９・10月月のイベント情報

9/12　14:00～　おはなし会

9/19　14:00～　おはなし会

9/26　14:00～　おはなし会

10/3　10:00～マスクプレイ・オペレッタ

「いなかのねずみととかいのねずみ」
本のご寄贈をいただき、ありがとうございました
　北町　松下康子 様　北町　山田郁子 様
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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(月)から９月30日(水 )の10日間

○運動重点

　１子供と高齢者の安全な通行の確保

　２高齢運転者の交通事故防止

　３�夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車乗車中の

交通事故防止

　４�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

　５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。

～バイク事故に気をつけてください～
　近頃、バイクを利用して走行する方が増えて

きており、秋のシーズンまでバイクを利用する

方もいらっしゃるかと思います。

　バイク事故は、主要道路での交通事故の発生が

多く、先般、和寒町内でもバイク利用者が当事者

となる交通事故が発生し、怪我を負っています。

　この度、和寒駐在所では、和寒町交通安全協

会などの団体と連名で、和寒町内のバイク事故

の注意場所についてのアドバイスを載せた地図

「バイク事故注意ＭＡＰ」を作成しました。

　和寒町内の公共施設や商店のほか、士別警察

署ホームページにも掲載していますので、ご覧

ください。

　和寒町一丸となって、交通事故を無くしま

しょう！

　問い合わせは士別警察署まで

　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

■人の動き　　　　　　　７月末現在
人　口　　３，２５５人（△３人）
　男　　　１，５２５人（△６人）
　女　　　１，７３０人（＋３人）
世帯数　　１，６３５戸（△２戸）

( )は前月比
出生　０人　　死亡　５人
転入　９人  　転出　７人

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
伊藤　　明　さん　　64歳　　　　日ノ出
岩城　　勇　さん　　94歳　　　　北　町
齋藤　　登　さん　　87歳　　　　芳生苑
丹野　恒男　さん　　74歳　　　　中　和
宍戸　ツヨ　さん　　94歳　　　　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）
� ７月　　167件　計�　168万円
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　�　�岩　城　照　子さん（北　町）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　��丹　野　美枝子さん（南　町）
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　�　�伊　藤　裕美子さん（日ノ出）

社会福祉協議会
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　�　�岩　城　照　子さん（北　町）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　��丹　野　美枝子さん（南　町）
▼10万円　亡夫の葬儀に際し
　　　�　�伊　藤　裕美子さん（日ノ出）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　��近　藤　満里子さん（西　町）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　��宍　戸　幸　作さん（旭川市）

芳生苑・健楽苑
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　��近　藤　満里子さん（西　町）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼鷲見唯男さん（菊野）▼篁　紀子さん（愛別）
▼岩城照子さん（北町）▼菅野　参さん（士別市）
▼松本千賀子さん（中和）▼髙橋貞夫さん（中和）
▼松村ミツ子さん（西和）▼千葉義明さん（日ノ出）
▼髙桑ヤス子さん（三笠）▼小野田頴意さん（西町）
▼佐々木　正さん（三和）

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

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　４件（　２９件）

死　　者 ０人（　  １人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 １５人（　６９人）

（　）内は令和２年累計
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広 報 わっさむ

　僕の名前は健吾！生まれた頃からフサフサの髪の毛が
自慢だった男の子だよ。だけど、暑いからって自慢の髪を
切られて変な髪型になっちゃった。だから声かけられても
恥ずかしくて上手にご挨拶できないの。
　前髪が眉毛にかかる頃には、笑顔でご挨拶できるよう
に頑張るから、もうお父さん僕の髪の毛切らないでね！

加藤　健
けん

吾
ご

くん　《H31.２.11生まれ》

　北町　おとうさん　加藤　大平さん
　　　　おかあさん　　　　愛　さん

新型コロナウイルス終息祈願花火大会
　８月15日（土）、和寒町商工会青年部が新型コロナウイルス終息を祈願し、花火大会を実施しました。

当日は約300発の花火が和寒町の夜空を彩りました。
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