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主な内容
３Ｐ　新型コロナウイルス感染症の影響による税と保険料の減免

４Ｐ　和寒町の皆さんに笑顔になってもらいたい（和寒小学校５年生総合的な学習）

４Ｐ　２年ぶりに開催の中体連地区大会で和寒っ子が健闘

６Ｐ　地域おこし協力隊塚本麻里からのご案内！



　和寒中学校では、延期となっていた体育祭が開催されました。新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、昨年に引き続き縮小しての開催となりましたが、みんな最後までがんばりました。

心一つに最後までがんばりました！

国道40号を整備していただきました
　国道 40 号（塩狩地区）のわだちがひどい部分の改善について、旭川開発建設部士別道路事務所に

要望しておりましたが、昨年に続いて補修していただきました。

　今後も、安全に走行できるよう、随時、補修していただけるとのことです。

　道路利用者は交通安全を意識し、一層の安全運転に努められますようお願いいたします。

７月３日　中学校体育祭

整備前 整備後
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新型コロナウイルス感染症の影響による税と保険料の減免

国民健康保険税 後期高齢者医療保険料 介護保険料

減 免 対 象 者

（1）主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で死亡か重い傷病を負った世帯の方

（2）�新型コロナウイルス感染症の影響により主たる
生計維持者の事業収入等（事業、給与、不動産、
山林に限る）の減少が見込まれ、次のアからウ
の全てにあてはまる世帯の方

　ア　�主たる生計維持者の事業収入等（保険金等で
補償された額は除く）が前年の収入額の 70％
以下に減ったこと。

　イ　�減少する見込みの事業収入等以外の前年所得
の合計が 400 万円以下であること。

　ウ　�主たる生計維持者の前年の所得が 1,000 万円
以下であること。

（2）�新型コロナウイルス感染症の影
響により主たる生計維持者の事
業収入等（事業、給与、不動産、
山林に限る）の減少が見込まれ、
左記のアとイのいずれにもあて
はまる世帯の方

減 免 額

上記（1）の場合　全額
　　�（2）の場合　
　　　�　減少する見込みの収入に基づき計算した保

険税（料）に下記の減免割合を適用した額

前年の合計所得 減免割合

300 万円以下 10 割

400 万円以下 8割

550 万円以下 6割

750 万円以下 4割

1,000 万円以下 2割

廃業・失業 10 割

上記（1）の場合　全額
　　�（2）の場合
　　　�　減少する見込みの収入に基

づき計算した保険料に下記の
減免割合を適用した額

前年の合計所得 減免割合

210 万円以下 10 割

210 万円超 8割

廃業・失業 10 割

申 請 期 限 令和４年３月 31 日（木）

必 要 書 類

申請には、主たる生計維持者の要件により次の書類が必要です。
【死亡の場合】………………………�死亡診断書、死体検案書または死亡診断書に準ずる医

師による証明書
【重篤な傷病を負った場合】………医師の診断書
【事業等を廃止した場合】…………事業廃止届等、事実確認ができる書類
【失業した場合】……………………雇用保険被保険者離職票等、失業したことがわかる書類
【事業収入等が見込まれる場合】…給与明細、帳簿等の写し等、収入の減少がわかる書類

問 合 せ 住民課保険医療係（📞32-2422） 保健福祉課介護保険係（📞32-2000）

支 給 対 象 者

次の条件をすべて満たす方
（1）和寒町国民健康保険被保険者又は北海道後期高齢者医療被保険者であること
（2）勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
（3）��新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養の

ため就労できなかった期間があること
（4）�就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は

一部の支給を受けられなかったこと

支給対象期間
就労できなかった期間のうち、始めの３日間連続して仕事を休んだ期間（待機期間）を除
いた４日目以降の休みの期間（入院が継続する場合は最長１年６か月）
　※４日目の休みが令和２年１月１日から令和３年９月30日までの期間に属することが必要

支給対象日数 就労対象期間において、就労を予定していた日数

支 給 金 額 （直近の継続した３か月間の給与収入の合計額÷就労日数）×�２/３�×支給対象日数

申 請 期 限
休業した日の翌日から起算して２年間
　※申請される場合は事前にお問い合わせください。

問 合 せ 住民課保険医療係（📞32-2422）

国民健康保険・後期高齢者医療被保険者への傷病手当金の支給
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「和寒の皆さんに笑顔になってもらいたい」

　和寒小学校５年生は、コロナ禍で失われた町の人の笑顔を取り戻したいと考え、総合的な学習の時
間で課題解決に取り組んでいます。
　スマートフォンで答えられるアンケートフォームからは、約 100 名の町民から回答を得ることがで
きました。
　６月 25 日（金）には、ビデオ通話で町内のお店７軒にコロナ禍の飲食店の厳しい状況や以前の日
常が戻ったら何をしたいか等のインタビューを行いました。
　今後、町民が笑顔になれるような「小さなお祭り」を開催するために、引続き授業で学んでいきます。

　コロナによって困っているかどうかを知るためにインタビュー

をして、いろいろなお店の人たちの願いを聞きました。お店の人

たちが私たちの考えているイベントを応援してくれたので、これ

から高齢者を中心にしたイベントを開くために、みんなで頑張っ

ていき、和寒の皆さんに笑顔になってもらいたいです。

５年生の荒木紅怜羽（くれは）さん

２年ぶりに開催の中体連地区大会で和寒っ子が健闘
中体連大会地区予選　陸上：　　　６月10日（木）　
　　　　　　　　　　球技・武道：６月25日（金）～ 26 日（土）
上川代表決定戦　　　　　　　　　７月９日（金）～ 10 日（土）
・陸上
　士別市で開催された地区大会で、女子走り高跳びで梅本心遥さん（中３）が１ｍ 37cm で優勝、男
子走り高跳びで半澤理玖くん（中３）が１ｍ 68cm の大会タイ記録で優勝、男子走り幅跳びで池澤琉
生くん（中３）が５ｍ 19cm で優勝、男子４ｘ 100 ｍリレーで池澤巴琉くん（中３）、牧将多君（中３）、
諸岡洸佑くん（中２）、半澤理玖くんの４名が 48 秒 68 のタイムで優勝し、７月 27 日、28 日に帯広
市で開催される全道大会に出場を決めました。
・柔道
　士別地区大会を勝ち抜いた 55kg 級　和歌悠宇くん（中３）、和歌陽太くん（中１）、90kg 級　梅本
仁くん（中２）の３選手が、旭川市で開催された上川代表決定戦に出場しました。
　３選手とも健闘しましたが、和歌悠宇くん、和歌陽太くんが２回戦敗退、梅本仁くんは１回戦敗退
となり、全道大会への切符を勝ち取ることはできませんでした。
・ソフトテニス
　士別市で開催された地区大会では、個人ダブルスで佐藤莉子さん（中３）・福本乃々さん（中２）
ペアが３位となり、上川代表決定戦に出場を決めました。
　旭川市で開催された上川代表決定戦では健闘しましたが、２回戦敗退となりました。
・バレーボール
　和寒中から佐々木夢虹さん（中３）が士別中、士別南中との合同チームで出場し、鷹栖町で開催さ
れた地区大会では準優勝の成績を収め、上川代表決定戦への出場を決めました。
　美瑛町で開催された上川代表決定戦では準決勝で旭川永山南中に敗れ３位となり、全道大会への切
符を勝ち取ることはできませんでした。
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場 所 工　　事　　名 施　　行　　内　　容 金　額（円） 完成期限 受注者

三　和 ８号道路路面改修工事
工事延長　L=550m、W=5.5m

（14 ～ 15 線間）
13,695,000

令和３年
９月 30 日

㈱近藤組

三　笠
ジュネスハウスⅡ長寿命化改
善工事１工区

鉄筋コンクリート 3階建　1棟 17 戸
外壁～ガルバリウム鋼板張 637 ㎡
窓～ 64 ヶ所取替

48,400,000
令和３年
11月30日

㈱浜田組

三　笠
公営住宅外構工事（若草団地
１号棟・２号棟）

木製フェンス設置
H=1.6m、L=22.3m × 2 ヶ所

4,510,000
令和３年
９月 30 日

㈱浜田組

北　町 大通り歩道補修工事
工事延長 L=105m、W=3.0m

（北１丁目通り～小学校東門）グラウン
ド側歩道

2,475,000
令和３年
９月 24 日

㈱近藤組

東　和
東和１号橋長寿命化 ( 修繕 )
工事

橋長 L=11.5m、W=5.5m 15,445,000
令和３年
11 月 10 日

㈱近藤組

三　笠
ジュネスハウスⅡ長寿命化改
善工事２工区

鉄筋コンクリート 3階建 1 棟 17 戸
屋上～ウレタン防水 282 ㎡

11,110,000
令和３年
11 月 30 日

㈱浜田組

工事着工の状況

　重蔵は二十才のときに家督を継ぎ、御先手鉄砲組与力という父親と同じ役職に就きました。戦国時

代と違い、戦
いくさ

のない時代でありましたので江戸城の警備の役目が主で、そのほかに火
ひつけとうぞくあらためかた

附盗賊改方とし

て手伝うこともあったようです。

　時代小説「重蔵始末」（逢阪剛）では、火
かとうあらため

盗改の重蔵が縦横無尽に事件を解決する姿が描かれています。

（シリーズ８巻あり、どれも面白いです。図書館にあります。）

　優秀なために長崎奉行所での勤務となり、世界の動きや幕府の対応など広く情報を見聞きすること

ができ、これが異国との対応や蝦夷地開発の重要性を認識する機会となったと思われます。

　１回目の蝦夷地調査から戻ると、すぐに旗本の身分に昇任し、２回目の調査にでることとなります。

塩狩峠を越えた 1807 年（文化４年）５回目調査の翌年に御書物奉行、1819 年には大阪御弓奉行に就

いています。

【図書館にある資料を紹介します】

　近藤重蔵の「テシヲ越」ルート考（高橋　基　著）

　　（名寄市北国博物館研究紀要　北国研究収録代２号）

　和寒町史（和寒町　編）

お問い合せは産業振興課・町立図書館まで

  生誕 250 年を迎えてNo.3って誰近
こん

藤
どう

 重
じゅう

蔵
ぞう
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お買い物クーポンのご利用を
　新型コロナウイルス対応として、全町民に
５千円のクーポン券をお渡ししています。
　町内協賛店でご利用いただける和寒町独自の

『お買い物クーポン』の申請はお済でしょうか。
　お済でない方は、産業振興課まで申請くださ
いますようお願いします。
　なお、クーポンの利用期限は８月 31 日まで
となっておりますので、ご利用忘れのないよう
お願いいたします。

　８月の発酵教室のご案内です。今年は月ごとにテーマを決めて毎月開催す

る予定でしたので今後もご案内はさせていただこうとは思いますが、コロナ

の情勢を見ながらになりますので急な中止に関しましてはご了承ください。

　また、今後ご案内する発酵教室はすべてオンラインで受けられますので、

工房開催が難しい場合も関心のある方はぜひチャレンジしてみていただけれ

ばと思います。

　なお、工房では米麹を受注販売しております。甘酒や塩麴など、ご自宅で

手づくりされる際はぜひお求めくださいね。また、各地のイベントに出店す

る際に、Hakko Class. オリジナルの甘酒や漬物の素を商品化して販売して

います。お求めの方はお問合せ下さい。

地域おこし協力隊 塚本麻里からのご案内！

お問い合せは産業振興課（TEL32-2423）まで

魅惑の発酵調味料 本格本みりん教室
日　時 　８月 22 日（日）

　　　　午前の部：10 時～ 11 時半　午後の部：14 時～ 15 時半

場　所 　Hakko Class. 工房（西町 145 －１）

定　員 　各５名

参加費 　3,850 円（税込）

持ち物 　エプロン、バンダナ、スリッパ、筆記用具、持ち帰り用の袋

内　容 　 発酵ライフアドバイザープロが発酵の魅力を伝えるワークショップシリーズ。今回

のテーマは「みりん」です。みりんは発酵食品、と言っても、巷には色々なみりん

があることをご存知ですか。あなたのキッチンにあるみりんって本物のみりん…？

意外と知らない身近な発酵調味料・みりんについて学び、本物のみりんに触れてみ

ましょう。

　　　　 みりんの種類や歴史、作り方、使い方、効果効能などを解説し、仕込みのポイント

などをお伝えします。オーガニックな原料を使ったみりんの副産物や、その美味し

い食べ方もご紹介します。

詳細・申込・問合せ 　Hakko Class ホームページより

　　　　　　　　　（インターネット環境のない方は産業振興課までご連絡ください）

キャンセルポリシー 　 材料準備のため開催５日前以降のキャンセルは参加費 100％をキャンセ

ル料として申し受けます。

火
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年 金 あ れ こ れ  ～国民年金保険料を納付書で納めている方へ
便利でお得な納付方法をご利用ください！～ 

■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

　国民年金保険料は、納付書で納めるほかに、下記の納付方法があります。納付方法によって割引も

ありますので、お得な納付方法をご利用ください。

◆口座振替

　　口座振替を利用すると、金融機関に行く手間と時間が省け、納め忘れも防げます。

　　　≪毎月振替は２種類！≫

　　　　 　早割（当月末日振替）なら割引がありお得です。通常の口座振替の振替日は翌月末日です

が、申し出により、当月末日振替にすると、月々 50円割引、１年間で 600円お得です！ 

　　　　　①　早割（当月末日振替：４月分を４月末日に振替）　⇒　月々 50 円割引！

　　　　　②　通常（翌月末日振替：４月分を５月末日に振替）　⇒　割引なし

　 　そのほか、６カ月前納、１年前納、２年前納があり、さらにお得になりますので、ぜひご利用く

ださい。

　 　年金事務所、役場または金融機関に口座振替申出書がございますので必要事項を記入・押印の上、

提出ください。申し込みは、振替開始希望月の前々月までにお願いします。

◆クレジットカード納付

　　継続的にクレジットカード会社から立替納付を行うものです。

　　クレジットカード納付では、「早割」の利用はできません。

　 　また、６カ月前納、１年前納、２年前納は、「納付書（現金）による前納」と同じ割引額になります。

希望される場合は、年金事務所へお申し込みください。

◆電子納付

　　インターネットなどを利用して、保険料を納めることができます。

　 　電子納付には次の方法があります。契約方法などについては、ご利用の金融機関へお問合せください。

・インターネットバンキング　・モバイルバンキング

・Pay-easy 表示のある ATM　   ・テレフォンバンキング

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７回　農業委員会総会

　日時・場所　７月 20 日（火）午後１時 30 分　役場第２会議室

　出 席 委 員　11 名

　議　　　件　１. 農用地の賃貸借の解除　　　２件　２. 農用地の売買　　　　　　　５件

　　　　　　　３. 農用地の賃貸借　　　　　　１件　

〇農地利用状況調査（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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■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。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

ぬくもりある手作りの積み木をプレゼント

民生委員児童委員協議会の児童部会（部会長 笠嶋覚）が、

こども館の子どもたちに手作りの積み木をプレゼントしまし

た。積み木は部会員が、枝を電動カッターで切断し、色々な

形に切ったもの。笠嶋部会長から「こども館に来た時にはこ

の積み木を使って楽しく遊んで下さい」とあいさつが述べ

られ、子どもたちからは「何作ろうかな？」「早く作りたい」

など喜びの声が上がっていました。

7/12
(月)

ベビーマッサージ教室でリラックス

今年度初のベビーマッサージ教室を14日と28日にこども

館で行いました。暑い日でしたが、裸ん坊になりたっぷり

オイルで、テカテカにされた赤ちゃんたちはうっとりしな

がらマッサージを受けていました。

牛乳パックのおもちゃ作り

暑い暑い日でしたが、こども館でも人気のおもちゃの『牛

乳パックの乗り物』を作りました。

託児した中で作っているので、お母さんたちは無言で真

剣に作り、普段はあまりしない工作に悪戦苦闘しながらも

頑張って作り上げました。愛情たっぷりのおもちゃで、お

家で楽しく遊んでね！

7/16
(金)

7/14・
28

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
18歳以上33歳未満

（令和４年４月１日現在）

受付中～

９月６日（月）

締切

令和３年９月16日（木）　会場：名寄

令和３年９月17日（金）～19日（日）会場：

旭川 ※いずれかの１日を指定できます。

自衛官候補生
18歳以上33歳未満

（令和４年４月１日現在）

受付中～

９月６日（月）

締切

令和３年９月25日（土）　会場：名寄

令和３年９月26日（日）～30日（木）会場：

旭川 ※いずれかの１日を指定できます。

航空学生

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）

23歳未満（海上自衛隊希望者）

（令和４年４月１日現在）

受付中～

９月９日（木）

締切

１次試験：令和３年９月20日（月）

２次試験： 令和３年10月16日（土）～21日

（木）いずれか１日を指定

できます。

会場：旭川

↓積み木で作ったフクロウ
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健 康 メ モ
　コロナ禍において、外出を控える高齢者が増えています。

身体活動の機会が減ることで、転倒・骨折しやすくなったり、

要介護状態に至りやすくなるため、感染対策と同時に運動を

続けることが大切です。

外出控えによる運動不足を見直そう！

高齢者の１週間あたりの身体活動時間は、感染拡大

期間中に３割減少したとの報告があります。

※出典：筑波大学　山田研究所
『感染予防と身体活動 第３報』 2021年２月

運動不足が２週間続くと、筋肉量は大きく低下し、もと

に戻すのに３倍もの時間がかかると言われています。

対策ア　足腰の力をつけ、歩ける身体を維持しよう

対策イ　有酸素運動で疲れにくい身体をつくろう

足腰の筋力が弱る

心肺機能や体力が低下

生活不活発の状態
外
出
が
減
る
と
…

イ．有酸素運動をつづけよう　　 心肺機能や持久力の向上が期待できます。

ア．足腰の筋力強化　　 立つ・歩くに効果的な太ももの運動です。

①膝をのばす

②�つま先を起こす・

下げるをくり返す

左右10回ずつ

週３回以上を目標に行いましょう。

①�ボールをけるように、

４秒で膝を伸ばす

②４秒かけて元に戻す

左右５回ずつ

①�お尻を後ろに突き出す

ように、膝を曲げる

②�ゆっくりと立つ姿勢に

戻る　　
５回

＜あしくび屈伸＞ ＜ひざ伸ばし＞ ＜スクワット＞

協力：和寒町スポーツ協会

★保健福祉センターで行われている『楽笑体操教室』にて、効果的な運動をご紹介しています。

　�ぜひご参加ください♪　詳細は保健福祉センターまで。� 【理学療法士　　中川　絵里子】

ラジオ・ＴＶ体操ウォーキング
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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

話題の新着本

図書館へいこう！図書館へいこう！

『 まりも日記 』　 真梨 幸子 /著

この猫に出会ったのは「運命」だっ

た。人を魅了してやまない猫たちに惑

わされた愚かな人間の行く末、そして

猫たちのその後を描いた、唯一無二の

ネコミステリー。

『 罪の因果性 』 横関 大 /著

３年前のストーカー殺人事件で、人生

を狂わされた元市役所職員・佑美のも

とに、星谷と名乗る謎の男が現れる。

彼による事件の“再検証”が、壮大な

悲劇の連鎖を明らかにし…。書き下ろ

しクライム・ミステリー。

『 ブレイクニュース 』

 薬丸 岳 /著

ジャーナリストを名乗る野依美鈴は、

話題の事件や社会問題を独自に取材

し、ユーチューブで配信。過激でリス

キーな動画を公開しつづける彼女の目

的とは？

『 神よ憐れみたまえ  』

 小池 真理子 /著

昭和38年、三井三池炭鉱の爆発と国鉄

の事故が同じ日に発生した夜、12歳の

黒沢百々子は何者かに両親を惨殺され

た。音楽家を目指す美貌の彼女の行く

手に、事件が重く立ちはだかり…。生

と死の意味を問う長篇小説。

『 婿
むこ

どの相
あいあいぜき

逢席 』 西條 奈加 /著

小さな楊枝屋の四男・鈴之助は、相思

相愛のお千瀬の生家である大店の仕出

屋「逢見屋」へめでたく婿入り。誰も

が羨む逆玉婚のはずだったが…。夫婦

奮闘記。

『 大連合 』 堂場 瞬一 /著

新潟成南高校野球部を乗せたバスが事

故に合い、部員の半数が重傷を負う。

一方、強豪・鳥屋野高校野球部は監督

のパワハラで部員が激減。２つの高校

が連合チームを組み甲子園出場に挑

む! 胸が熱くなる高校野球小説。

『 琥珀の夏 』 辻村 深月 /著

かつてカルト集団として批判された団

体の敷地から子どもの白骨が発見され

た。弁護士の法子は、遺体は自分の知

る少女ではないかと胸騒ぎを覚える。

30年前の記憶が蘇り、忘れて大人に

なった者と取り残された者はやがて法

廷へ。

『 海
かいじん

神の子 』 川越 宗一 /著

明の海寇を父に、日本人を母に生まれ

た福松は、台頭する清に抗い、海に居

場所を求めて闘い続け…。「国性爺合

戦」のモデルとなった英雄・鄭成功の

半生を描く。

今月のBEST本（６月の貸出回数上位本）

『 Go To マリコ  』 林 真理子 /著

Zoom飲み会にYouTubeデビュー。世界

中が混乱した前代未聞の年に、マリコ

は何を語るのか? 同一雑誌でのエッセ

イ最多掲載でギネス記録を達成した

『週刊文春』連載を単行本化。

『 プリンセスお母さん ３ 』

 並庭 マチコ /著

庶民の主婦でも心は貴族。 お母さん

は今日も元気です。「こんなお母さん

いてほしい」との声続々!娘が語る、

ちょっと(?)不思議な母と家族の爆笑

実録ギャグコメディ!
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■人の動き　　　　　　　６月末現在
人　口　　３，１４９人（△12人）
　男　　　１，４８７人（△３人）
　女　　　１，６６２人（△９人）
世帯数　　１，５９８戸（△５戸）

( )は前月比
出生　　０人　　死亡　　９人
転入　　６人  　転出　　９人

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
佐藤　正雄　さん　　46歳　　　　北　町
酒向　光雄　さん　　89歳　　　　西　町
後藤マツ子　さん　　90歳　　　　中　和
宍戸　マサ　さん　 106歳　　　　三　笠
吉田　重勝　さん　　85歳　　　　東　町
横枕トヨ子　さん　　91歳　　　　三　笠
二口　 子　さん　　90歳　　　　三　笠

和 寒 町
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　芳　暢さん（長野県）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　吉　田　富士子さん（東町）
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
 ６月　　275件　計 320万円

社会福祉協議会
▼５万円　亡父の葬儀に際し
　　　　　竹　内　亮　太さん（松岡）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　後　藤　広　志さん（中和）
▼10万円　亡三男の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　武　雄さん（北町）
▼３万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　宍　戸　和　子さん（日ノ出）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　芳　暢さん（長野県）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　吉　田　富士子さん（東町）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　横　枕　英　純さん（士別市）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　中　澤　弘　子さん（三笠）

芳生苑・健楽苑
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　宍　戸　 和　子さん（日ノ出）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　横　枕　 英　純さん（士別市）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼高桑ヤス子さん（三笠）
▼高橋尚子さん（札幌市）
▼江口昭彦さん（東町）
▼加瀬真喜子さん（旭川市）

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
１　北海道警察官募集中
「83,424㎢　ケタ違いのフィールドを守る」
試験概要

○採用予定人員　220 名程度

　　男性Ａ区分　 40 名程度

　　男性Ｂ区分　125 名程度

　　女性Ａ区分　 15 名程度

　　女性Ｂ区分　 40 名程度

○受験資格 

　　 平成元年４月２日から平成 16 年４月１日

までに生まれた方

○受付期間　

　　 ７月１日（木）から８月 20 日（金）午後

５時 30 分まで

○第１次試験日　９月 19 日（日）

○第２時試験日　10 月下旬から 11 月上旬

２　暴力団　徹底排除の　街づくり
　暴力団は、組織の維持・拡大のために、覚醒

剤密売や特殊詐欺、密漁、みかじめ料・用心棒

料の要求等の犯罪行為を行うだけでなく、様々

な手段を用いて活動資金獲得を図っており、暴

力団の活性化は様々な犯罪を誘発するだけでな

く、暴力団の引き起こす対立抗争を激化、長期

化させる原因ともなり、道民の皆様の安全で平

穏な日常生活と健全な経済活動に大きな脅威と

不安を与えます。

　警察は、暴力団の壊滅に向けて強力な取締り

を推進していることから、道民の皆様も

「暴力団を恐れない」、「暴力団を利用しない」

「暴力団に金を出さない」、「暴力団と交際しない」

　を合い言葉に、暴力団の違法・不当な活動や

犯罪被害に関することは、どんな些細なことで

も早期に警察に相談、通報する強い意志と勇気

を持って、社会から暴力団を追放しましょう。

　問い合わせは士別警察署まで

　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０

６月中交通事故状況 （６月末現在）

発生件数
人 身　 ０件（　  ０件）

物 損 　３件（　４１件）

死　　者 ０人（  ０人）

傷　　者 ０人（　０人）

道内での死者 １３人（　５２人）

（　　）内は令和３年累計
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広 報 わっさむ

こんにちは。ゆきとです
おとなしく見られがちなんだけど、ただ緊張してるだけ・・・家では
踊ったり、かくれんぼしたり、嫌な時はのけぞって困らせたり、わり
と活発です
ボクの楽しみは外遊び。最近ようやく歩けるようになったから、くつ
をはいて歩き回りたい！いろいろな物を見て触れて外の世界を勉強中
です

鷲見　幸
ゆ き と

音くん　《R2.2.12生まれ》

　中和　おとうさん　鷲　見　　　翼　さん
　　　　おかあさん　　　　　めぐみ　さん

新型コロナウイルスワクチン接種状況について

　新型コロナウイルスワクチンの集団接種は、１回目接種が８月17日（火）まで、２回目接種が９月

７日（火）までの期間に保健福祉センターで実施します（申込みは７月30日で終了しました）。

【和寒町新型コロナワクチン集団接種の状況（７月27日現在）】

区　分 対象者数 申し込み（Ａ） Ａのうち１回目接種済
Ａのうち接種終了者

（２回接種の方など）

65歳以上 1,454人 1,306人 89.3％ 85.2％

12歳～64歳 1,484人 1,055人 49.6％ 9.1％

合　計 2,938人 2,361人 76.7％ 51.2％

　ワクチン接種は、副反応（接種部位の痛みや発熱など）も見られ、特に若い方や女性の方に起きや

すい傾向がありますが、新型コロナウイルスの発症を予防する効果があります。

お問い合せは保健福祉課（TEL32-2000）まで

受付の様子 接種を受ける奥山町長

【１回目の接種日】
８月19日（木）　　８月26日（木）
９月２日（木）　　９月９日（木）

【接種時間】　午後４時
【予約締切日】接種日の１週間前まで
【申し込み】　保健福祉センターまで

《個別接種のお知らせ》

９月９日（木）以降はワクチン接種の
予定はありません
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