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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。

■ 昨年度との比較

【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
1,259�件��14,920,000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２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。

・介護サービス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！

・保育所の施設の整備に活用します！

・子育て支援センターの施設の整備に活用します！

・健康や医療についての相談事業に活用します！

・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！

・塩狩駅の維持管理に活用します！

・農業活性化センターの施設の整備に活用します！

・その他和寒町の財源で行う多くの事業に活用します！

みなさまのご支援ありがとうございました。

【令和２年度】
寄付総額
� 　38,623,000円
寄付件数
� 　3,336件

高齢者福祉
� 388件　��4,598,000円
教育・少子化対策
� 662件　　8,000,000円
自然環境保全
� 368件����4,225,000円
産業振興
� 175件　��2,405,000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
� 256件�　��2,806,000円
・三浦綾子小説の舞台「塩狩峠」
　塩狩峠地域周辺整備
� 38件　　���438,000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
� 96件�����1,020,000円
・塩狩峠を次世代に
　和寒町「塩狩駅」存続
　プロジェクト
� 529件　　�5,582,000円
・その他町長が必要と認める事業
� 824件　���9,549,000円
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　近藤重蔵は、今から250年前の1771年に江戸で与力（旗本と同心の間の地位）の家柄に生まれました。

学問、剣術とも優秀で、徳川幕府の役人として蝦夷地の調査に５回訪れています。

　外国の海外進出に対する警戒や蝦夷地対策について、しばしば幕府の上層部に意見を上申していま

す。

　その５回目（1807年）は、６月に幕府の命により江戸を出発し、９月「ソウヤ」地方を巡見してから、

10月天塩川を遡上する調査を開始しました。「ケヌフチ」（天塩川と剣淵川の合流地点）を経て、11日

「山越え、山中泊」（塩狩峠付近）、12日「タナシ」（比布の棚瀬山）に到達。

これが近藤重蔵の『テシオ越』（天塩川流域から、石狩川流域へ）と言

われています。

【図書館にある資料を紹介します】

　北海道の歴史がわかる本（桑原・川上　編）

　新旭川史（旭川市　編）

お問い合せは産業振興課・町立図書館まで

　今年、生誕250年を迎える近藤重蔵。実は和寒にもゆかりがあり、塩狩に「近藤重蔵ゆかりの地」

の碑が建立されています。しかしながら、近藤重蔵がどのようなことをした人物なのか皆さんご

存じでしょうか？「広報わっさむ」では近藤重蔵について、連載記事としてご紹介させていただ

きます。

  生誕250年を迎えてNo.1って誰近
こん

藤
どう

 重
じゅう

蔵
ぞう

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、『わっさむ健康づくり応援事業※』を実施しています。５月18日に令和２年度の対象
者276名（平成30年度から令和２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）
の中から奥山町長が抽選し、当選者が決定しました。

　船本　裕一　様（北原）

特 賞 １名様：体重計（体組成計）

　諸岡　ゆみ子　様（三笠）、大木　千枝子　様（南町）

２名様：自動血圧計

　山本　　彰　様（三笠）、武田　幸子　様（北町）
　池澤　和子　様（西和）、小西　松子　様（東町）
　加藤　嘉子　様（西町）、奥野　艶子　様（西町）�他１名

減塩賞 ７名様：減塩食品詰め合わせ

※わっさむ健康づくり応援事業とは？

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
・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）。

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

お問い合せは保健福祉課保健係（TEL32-2000）まで

ヘルシー賞
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■ 保険料均等割の軽減割合が見直しされました
【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

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

【令和３年度】　　　　　　　　　　　　

所得が次の金額以下の世帯 軽減割合

43万円＋10万円×(給与所得者等の数－１) ７割軽減

43万円＋(28万５千円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数－１) ５割軽減

43万円＋(52万円×世帯の被保険者数)＋10万円×(給与所得者等の数－１) ２割軽減

※ 給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

　・給与等の収入金額が55万円を超える方

　・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

■ 保険料の計算方法（令和３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２年中の所得－最大43万円)×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。

※ 前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

■ 保険料のお支払い

● 保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。ただし、

次のいずれかに当てはまる方は、「年金からのお支払い」ができないため、「納入通知書」や「口

座振替」により納めていただきます。

◆介護保険料が年金から引かれていない方（年金額が年額18万円未満の方）

◆ 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分

を超える方

※「口座振替」をご希望の場合は、金融機関での手続きが必要です。

■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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お問合せは農業活性化センター（TEL32-2010）まで

活性化センターからのお知らせ
　おいしい野菜をつくるためには、勘にたよらない正確な土壌診断分析が世界中ですすめられており、

その中でｐＨは、土壌の酸性度を示して、「ペ－ハ－」や「ピ－エッチ」と呼んでいます。

　土壌において、ｐＨの適正範囲は「6.0～6.5」の微酸性で 、ｐＨ6.5～7.0 を超えると「アルカリ性」

になります。土壌ｐＨが5.5を下回ると土壌中の有害な「ア

ルミニウム」が溶け出して、根に障害を起こして窒素・リ

ン酸 ・カリの養分を吸収できなくなります。

　逆に、アルカリ性になると作物に必須の微量要素が吸

収できなくなり、欠乏症が発生します。

　ｐＨが高い方を好む作物は 、テンサイやキャベツで

す。酸性を好むのはバレイショです。今回使用するグラ

フは平成30年度の分析結果から抜粋したものです。

　図－１に平成30年度に分析を行った越冬キャベツ作付け予

定地のｐＨを示しました。 適正な畑は47％とほぼ半数ですが、6.0以下の割合は34％と多く、酸性矯

正の必要がありました。一方、ｐＨ6.5を超えるアルカリ性も18％ありました。

　越冬キャベツは、石灰欠乏症、通称「枯葉（カレハ）」が発生しやすく、商品価値を低下させています。

とくに、品種では「冬駒」に発生しやすいです。越冬キャベツの石灰欠乏症は、干ばつ時の土壌水分

不足や窒素の過剰施用でも発生しやすいです。

　対策は、炭カルを施用してｐＨを適正基準の「6.0～6.5」に矯正します。さらに、基肥施用時に「硫

酸カルシウム（商品の一例として畑のカルシウムなど）」を、100～200kg/10a 施用することが有効です。

　図－２と３に分析を行ったカボチャと大豆の作付け予定地のｐＨを示しました。カボチャと大豆の適

正割合は約30％ですが、アルミニウムによる障害が発生しやすいｐＨ5.5以下は、20～25％と多い結果です。

　ｐＨは人間の健康から見ると「体温」に例えられます。適正なｐＨを維持することで、効率的に肥

料を吸収して安定した収量と高品質な作物が得られます。

　その他作物にとってもｐＨは重要です。日本の土壌は、自然のままだと酸性寄りの傾向があります

ので診断による適正施肥をお勧めします。

土壌酸度（ｐＨ）について

図－１

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14日（金）午前８時30分　役場第２会議室
　出 席 委 員　12名（全委員出席）
　議　　　件　１. 農用地の賃貸借の解除　　３件　２. 農用地の売買　　　　２件
　　　　　　　３. 農用地の賃貸借　　　　　１件　４．農用地の使用賃借　　１件
　　　　　　　５．農用地の転用売買　　　　１件　６．農業委員会の法令遵守の申し合わせ決議

お問い合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

図－２ 図－３

（240点中） （134点中）

（38点中）
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　この春、私が運営している「オーガニック麹の販売と手づくり発酵食教室　Hakko Class.」は、お

かげさまで町内に工房を構え、正式に麹の製造販売ができるようになりました。と言っても、包装資

材の準備がまだなので販売開始にはもうひといきなのですが、ひとまず拠点の営業許可が下りたこと

で、広くみなさんへ麹をお届けできる日がすぐそこに見えてきたようで、私自身とてもわくわくして

います。（この原稿執筆は５月頭なので、もしかすると本誌がお手元に届くころには販売開始できて

いるかもしれませんが、改めてご案内しますね）ということで、日々麹とともにわくわく過ごす麹屋

の、「こんなに楽しくて簡単で美味しくて、知らぬ間に美容と健康にも効いてる麹って、すごいじゃん！

こりゃみんなに知ってもらいたいッ!!」という情熱と、これまで寄せられてきた麹に関するご質問が

とても多いことから、麹のいろはについて基礎から学べる機会を設けることにしました。題して、『は

じめてさんの糀教室』です。

　・麹ってどんな使い方があるの？　　　・塩麴や甘酒を手作りするけど味が毎回違う

　・発酵食品に興味がある　　　　　　　・美容と健康にいいって具体的にどういうこと？

　・手抜きして美味しい料理が食べたい！

という方はぜひご参加ください。

　たくさんの方にご参加いただけるよう、複数の日程をご用意しています（オンライン参加も可能で

す）ので、詳しくは下記をご確認ください。また、インターネット環境のある方はホームページをご

覧いただくとより詳しい情報がわかりますので、下記ＱＲコードからご確認ください。

地域おこし協力隊 ムラコ

これであなたも麹マスター！
　　　　　はじめてさんの糀教室
日　時 　６月13日（日）14時～15時半

　　　　　　 17日（木）午前の部　10時～11時半

　　　　　　　　　　　    午後の部　13時半～15時

場　所 　Hakko Class.工房（西町145－1）

定　員 　各回６名

参加費 　2,500円（税込）

持ち物 　容器（350ml以上入る瓶やタッパーなど）

　　　　エプロン、バンダナ、筆記用具

内　容 　 　この教室では、「麹ってなに？どうやって使える？どうすれば美味しい塩麴や

甘酒ができる？」など、麹の基礎知識を詳しく解説し、食生活への効果的な取り

入れ方をご紹介します。また、実際に皆さんで塩麴を一緒に仕込み、塩麴、醤油

麹で作れる美味しい料理や甘酒を試食していただいて、バリエーションあふれる

具体的な活用方法をお伝えします。

　　　　※前半　講義「麹の種類、効能、作り方、選び方、使い方、保存方法など

　　　　　後半　実習「塩麴作り」、試食

申　込 　Hakko Class ホームページより 

　　　　右のＱＲコードからお申込みください。

　　　　（インターネット環境のない方は役場産業振興課までご連絡ください）

お問い合せは産業振興課（TEL32-2423）まで
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年 金 あ れ こ れ  ～保険料納付を忘れずに・・・
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３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 １６，６１０円 １２，４６０円 ８，３００円 ４，１５０円

保険料 ０円 ４，１５０円 ８，３１０円 １２，４６０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。

■申請できる期間

・ 免除の申請は、過去２年（申請月の２年１か月前の月分）までさかのぼって申請することができます。

・ 令和３年度分（令和３年７月から令和４年６月分まで）の免除等の受付は令和３年７月１日から開

始されます。

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

町　内
令和３年度各戸水道メーター
取替工事

水道メーター取替 237戸 11,385,000
令和3年
8月31日

㈱浜田組

三　笠 研修館楡食堂厨房改修工事
食堂床 長尺塩ビシート張り　177㎡
エアコン設置　3台（厨房・休憩室）

3,905,000
令和3年
7月16日

㈱浜田組

三　笠
三笠山こどもの国給水ポンプ
取替工事

給水ポンプ取替2台 2,530,000
令和3年
6月30日

㈱コンドー興産

三　笠
保育所・子育て支援センター
外部改修工事

保育所、渡り廊下屋根塗装　905㎡
子育て支援センター屋根塗装　476㎡

9,570,000
令和3年
7月30日

㈱浜田組

塩　狩 塩狩峠周辺整備工事
路盤工　切込砕石40mm級　t=150mm
数量　1,288㎡

2,530,000
令和3年
8月31日

㈱コンドー興産

三　笠 公営住宅解体工事

若草団地
昭和49年旧１種 2棟8戸 延べ床面積 
417.44㎡
昭和49年旧１種 1棟4戸 延べ床面積 
186.56㎡

14,410,000
令和3年
7月2日

㈱近藤組

工事着工の状況
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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～

ぬか漬け教室の開催　

初めてのぬか漬け教室が「Hakko Class.工房」で開催され

ました。地域おこし協力隊員であり、発酵ライフアドバイザ

ープロフェッショナルの塚本麻里さんが主催したもので、町

内外から６組が参加しました。

塚本さんは「ぬかは生きもの。自分好みの味や香りになる

よう調整が必要だが、無理をせずに楽しみながら」と話され

ており、参加者たちは熱心に話を聞き、実際にぬか作りも行

いました。

4/25
(日)

春の交通安全教室

小学校では、全児童を対象に交通安全教室が実施されま

した。

１・２年生を対象に「歩行指導」として、横断歩道では

左右を確認し手を上げて渡ることを学びました。３～６年

生は「自転車実地指導」として、学校敷地内に設置された

コースを使い自転車の安全な乗り方についての指導を受け

て、交通ルールについての理解を深めました。

子どもたちの笑顔がいっぱい！

三笠山自然公園こどもの国がオープンし、町内外から多

くの家族連れが訪れました。オープン初日は500円で乗り

放題ということもあり、人気のゴーカートでは長い行列が

できていました。感染症対策を行いながらでしたが、子ど

もたちは元気に園内を走り回り、楽しい一日を過ごしてい

ました。

4/29
(木)

地域からはじまるきれいの輪

これまで、皆様のご協力をいただき、全町一斉清掃を実施

してきましたが、今年から自治会活動の一環として実施をお

願いしてきています。

４月下旬に早速、仲町、西町や恵ヶ丘の各自治会で、地域

美化活動としてごみ拾いや清掃活動が行われ、各自治会で30

名以上の参加がありました。

今後も、ごみのないきれいなまちづくりのため、地域の美

化活動にご協力ください。

4 月
下旬

4/27
(火)

和寒町議会議員補欠選挙結果
―選挙管理委員会―

氏　　　名 年　齢 党　派

村　岡　敏　一 52 無所属

池　澤　哲　也 46 無所属

　定数内のため無投票となり、次の方が当選されました（受付順）

村岡　敏一 池澤　哲也
（敬称略）
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健 康 メ モ
　北海道では毎年1,000人以上の方が熱中症で緊急搬送されており、そのうち65歳以上の方が半数

を占めています※。昨年同様、マスクの着用や外出自
じしゅく

粛等の影響で熱中症になりやすい状況のため、

感染症対策を十分とったうえで、熱中症を予防しましょう。

� ※総務省『令和２年度（６月から９月）の熱中症による救急搬送状況』より

【熱中症になりやすい状況・特に注意が必要な方】

・体内に熱がこもりやすい

・�マスク内の湿度が上がる

ことで喉の渇きを

感じづらくなる

マスクの着用

・汗をかく機会が少ない

・�筋肉量が減り、体に水分を

保持しにくくなる

外出自粛による運動不足

・体内の水分が少ない

・のどの渇きや暑さを感じにくい

・�トイレへ行くのが億
おっくう

劫になり、水

分の摂取量が減る

高齢者

【熱中症予防のポイント】

□扇風機やエアコンの利用

□涼しい服装　

□三食しっかり食べる

□休息や睡眠を十分とる

□適度な運動

暑さに備えた体・環境づくり

□�屋外で人と十分な距離（２

ｍ以上）を確保できる場合

は、マスクをはずす

適宜マスクをはずす

毎日1500ml程度の

水分（水や麦茶）をとる

大量に汗をかいた時は塩分も！

のどが渇く前に水分補給！

500ml  500ml  500ml

コーヒー アルコール

【水が飲めないときは病院へ！】
　熱中症の初期症状は、食欲がない、

めまいや立ちくらみ等、疲れや夏かぜ

などと似ており、見過ごされやすいた

め注意が必要です。「熱中症かもしれ

ない」と思ったら、すぐにイオン飲料

や経口補水液※を飲み、涼しい場所へ

移動しましょう。

※イオン飲料、経口補水液とは

・市販品（スポーツ飲料など）

・自分で作る場合は、

　 水１ℓ  ＋�砂糖大さじ２～４杯  

　　　　　　　　　　　　　＋�塩１～２ｇ  

　自分で飲めない、飲んでも回復しな

いときは医療機関を受診し、意識がな

い場合は救急車を呼ぶ必要がありま

す。熱中症は自分では気づきにくいこ

ともあるため周りの人の判断が大切

です。

� 【保健師　伏見　瑞季】

熱中症、今年も気を付けて！

熱中症の症状 

立ちくらみ 

筋肉がつる 

大量の発汗 

めまい 

嘔吐・吐き気 

倦怠感 

頭痛 

高体温 

まっすぐに歩けない 

意識障害 

対応方法 

体にガクガクとひきつけがある

水
分
・
塩
分
の
補
給

涼
し
い
場
所
に
移
動
・
衣
服
を
ゆ
る
め
る
・
体
を
冷
や
す

自
分
で
水
を

飲
め
な
い
時
は

病
院
へ

救
急
車
を
よ
ぶ

梢　広報わっさむ　令和３年６月号9



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

話題のベスト本

『 白鳥とコウモリ 』

 東野　圭吾/著

竹芝桟橋近くの路上に違法駐車され

ていたセダンの後部座席から、男性

の遺体が発見された。運転免許証と

名刺から、弁護士であることが判明

し…。

『 田中家の三十二万石 』

 岩井　三四二/著

近江国三川村の貧しい百姓から成り

上がり、大名となった田中吉政。石

田三成を捕縛し、関ケ原の合戦を決

着させた英傑の人生を描いた歴史長

編小説。

話題の新着本

図書館へいこう！図書館へいこう！
『 にぎやかな落日 』

 朝倉 かすみ/著

北海道で独り暮らしをするおもちさ

ん、83歳。不安と苛立ちと寂しさと、

懐かしさと後悔とほんのちょっとの幸

せと…。ひとりの老女の内面に寄り

添った、人生最晩年の物語。

『 エレジーは流れない 』

 三浦 しをん/著

のどかでさびれた温泉街に暮らす高校

２年生の怜は、複雑な家庭の事情、迫

りくる進路選択、自由奔放な友人たち

に振り回される日々を送っている。そ

んななか、博物館から縄文式土器が盗

まれ…。

『 ブックキーパー脳男 』

 首藤　瓜於/著

驚異的な知能を持ちながら「心」のな

い男と、警察庁の華麗なるエリート警

視が頭脳対決! 総勢60名以上の人物を

描き分け、テンポよく切り替わる場面

に目が離せないサスペンス巨編。

『 わたし、定時で帰ります。3 』

 朱野 帰子/著

不要な残業をしたがる若手に手を焼く

結衣。だがその本音を知り、人事評価

制度の改善を提案する。しかし、思い

がけず社内政治に巻き込まれ…。

『 破天荒 』 高杉 良/著

19歳で石油化学業界紙記者となった青

年は、高度成長の只中で企業トップや

官僚と互角に渡り合っていく…。裏も

表も知り尽くした著者の自伝的経済小

説。

『 最高のアフタヌーンティー

の作り方 』

 古内 一絵/著

老舗ホテルで、憧れのアフタヌーン

ティーチームに異動した涼音。初めて

の企画書がシェフ・パティシエに却下

され、悩む涼音だが、先輩たちの隠れ

た努力を垣間見て…。

『 緑
りょくいん

陰深きところ 』

 遠田 潤子/著

「兄さん、今からあんたを殺しに行く

よ」50年前の事件を忘れようとしてい

たが、一通の絵葉書が紘二郎の背中を

押す。兄のもとへ向かう道中、孫ほど

年の離れた男リュウと出会い…。

『 小説８０５０ 』 林 真理子/著

完璧な人生を送っているように見える

大澤正樹には秘密がある。彼の長男・

翔太は７年間も自宅に引きこもってい

た。娘が相手家族に結婚を反対された

ことから正樹は息子と向き合う決意を

するが…。

定例おはなし会の開催について

　毎週土曜午後２時から、幼児コーナーにて、幼児～小学生向けのおはなし会を開催しています。

　ご予約は不要ですので、お気軽にお越しください。
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■人の動き　　　　　　　４月末現在
人　口　　３，１７１人（△９人）
　男　　　１，４９４人（△２人）
　女　　　１，６７７人（△７人）
世帯数　　１，６０９戸（△４戸）

( )は前月比
出生　１人　　死亡　10人
転入　14人  　転出　14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

長谷川　櫻
よう

くん　　雄亮・友里恵　北　町

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
大能　　勇　さん　　96歳　　　　北　町
横田　茂子　さん　　99歳　　　　芳生苑
羽田フジ子　さん　　89歳　　　　芳生苑
岡部　吉勝　さん　　73歳　　　　三　笠
星キヤウ子　さん　　89歳　　　　芳生苑
遠藤千代子　さん　　54歳　　　　三　笠
山本フミ子　さん　　95歳　　　　三　和
江口　房子　さん　　91歳　　　　日ノ出
佐野ムメノ　さん　 102歳　　　　三　笠
竹内　　猛　さん　　85歳　　　　松　岡

和 寒 町
▼５万円　亡義父の葬儀に際し
　　　　  安　達　　　勇さん（北町）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　  遠　藤　和　枝さん（三笠）
▼１万円　塩狩駅存続のために　　
　　　　　坂　本　憲　洋さん（士別市）
▼１万円　塩狩駅存続のために　　
　　　　　岡　田　紀　子さん（士別市）
▼５万円　塩狩駅存続のために　　　
　　　　　櫻　井　喜　八さん（旭川市）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　江　口　幸　子さん（日ノ出）
▼20万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　山　本　隆　司さん（三和）
▼絵画（北原交流展示館へ）　
　　　　　宿　谷　高　典さん（南町）
▼茶道野点道具一式（北原交流展示館へ）
　        山　口　千代子さん（南町）
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
 ４月　　197件　計 270万円

和寒小学校新一年生へ（各団体様より）
▼ランドセルカバー 北星信用金庫
▼ランドセルコート 和寒町交通安全協会
▼防犯イラスト入り定規　他 和寒町防犯協会
▼クリアファイル 士別地区交通安全協会連合会
▼かきかたペン、クレヨン他 和寒町共同募金委員会
▼防犯ブザー 士別地区防犯協会連合会
▼ＬＥＤライト、文具等 士別運送株式会社
▼クーピー 和寒まち興しの会
▼自由帳 和寒小ＰＴＡ
▼交通安全ワッペン みずほフィナンシャルグループ
▼ミキサー車消しゴム 北海道生コンクリート工業組合
▼安全笛 日本マクドナルド株式会社

社会福祉協議会
▼２万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　畠　山　藤　義さん（札幌市）
▼５万円　亡義父の葬儀に際し
　　　　　安　達　　　勇さん（北町）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　横　田　和　由さん（東京都）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　遠　藤　和　枝さん（三笠）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　星　　　　　孝さん（三笠）
▼３万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　藤　井　伸　一さん（川西）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　江　口　幸　子さん（日ノ出）
▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　竹　内　善　弘さん（旭川市）

芳生苑・健楽苑
▼10万円　母の退所に際し
　　　　　青　塚　　　貢さん（大成）
▼２万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　畠　山　藤　義さん（札幌市）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　横　田　和　由さん（東京都）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　遠　藤　和　枝さん（三笠）
▼５万円　母の退所に際し
　　　　　鷲　見　唯　男さん（菊野）
▼５万円　母の退所に際し
　　　　　山　田　郁　子さん（北町）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　星　　　　　孝さん（三笠）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　江　口　幸　子さん（日ノ出）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼木内信義さん（旭川市）▼石田十美夫さん（西和）
▼士別更生保護女性会和寒分区

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

士別警察署かわら版
北海道警察官の募集

「誰かの笑顔を守る。そんな仕事がある」
(1)受付期間
　令和３年７月１日（木）～令和３年８月20日（金）
(2)試験日
・第一次試験　令和３年９月19日（日）
・第二次試験　令和３年10月下旬～11月上旬
(3)募集人数
・Ａ区分
　�大学等を卒業した者（令和４年３月末日まで
に卒業見込みの者を含む）

　　男性�40名程度　　女性�15名程度
・Ｂ区分
　�Ａ区分以外の者（高校卒業程度の学力が必要
です）

　　男性�125名程度　�女性40名程度
(4)第一次試験地
　旭川市、名寄市、稚内市など
　問い合わせは士別警察署まで
　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

４月中交通事故状況 （４月末現在）

発生件数
人 身　  ０件（　　０件）

物 損　　３件（　３７件）

死　　者 ０人（ 　 ０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 ８人（　３２人）

（　）内は令和３年累計
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広 報 わっさむ

おはようございます。いつきです！

好きな食べ物はバナナで、多い日には、２本も食べられるよ！

毎日、一番最初に起きて、お母さんとお父さんを起こすのが僕の仕事

なんだ♪

ちょっと恥ずかしくて、お外では、お母さんの後ろに隠れちゃうけど、

お話するのは大好きだから、どこかで見かけたら、話しかけてね☆彡

後藤　惟
い

月
つき

くん　《R2.1.11生まれ》

　北町　おとうさん　後　藤　拓　磨さん
　　　　おかあさん　　　　　汀那未さん

　もし、あなたが悩みを抱えていたら誰かに相談してみませんか。ひとに話すことで、

少しだけこころが軽くなるかもしれません。秘密は守られます、まずはお電話ください。

●和寒町保健福祉センター　　0165-32-2000  （平日8:30～17:15）

●北海道いのちの電話　　　　011-231-4343  （有料・365日24時間対応）

　  自殺を考えるほどの深い悩み・苦しみを抱え、誰にも相談出来ずにいる方々の支えになります。

●24時間子供ＳＯＳダイヤル　0120-0-78310  （無料・365日24時間対応）

　  いじめやその他の子どものＳＯＳ全般に悩む子どもや保護者などを対象とした窓口です。

●よりそいホットライン　　　0120-279-338  （無料・365日24時間対応）

　  ＤＶ、性暴力、自殺を考えるほど悩んでいる時など、どんな悩みも一緒に解決する方法を探します。

こころの健康　～悩みごと、お気軽にご相談ください～

わっさむの　　　見つけた！

広報わっさむ　令和３年６月号　梢12


