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主な内容
２Ｐ　和寒町成人式

３Ｐ　三浦文学でフットパス ～塩狩から夫婦岩の道～

６Ｐ　地域おこし協力隊コラム

７Ｐ　畑の肥料について



成人の誓いを述べる葛西さん

　今年の１月 10 日（日）に予定していた成人式は、年

末年始の感染者増加を防ぐため北海道からの自粛要請も

あったことから延期となっていましたが、８月15日（日）、

公民館で挙行され、新成人 14 人が出席（うち２名はオ

ンライン参加）し、新成人の門出を祝いました。

　式典では、奥山町長から「尊敬できる人を見つけて欲し

い」と式辞を述べた後、佐々木議長からお祝いのメッセー

ジが贈られました。感染症対策のため縮小しての開催とな

りましたが、新成人の皆さんは、久しぶりに会った同級生

と懐かしく、楽しいひとときを過ごしていました。

思いやりの心を持ち
責任ある大人として歩みます

中学校時代の恩師と記念撮影

町民憲章を朗唱する
津村さん

記念品を受け取る沼田さん

式辞を述べる奥山町長
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停電情報をＬＩＮＥでお知らせします

　塩狩峠記念館友の会、旭川市三浦綾子記念文学館と

和寒町フードツーリズム推進協議会が協力して８月７

日（土）に開催したこの催しは、町内外合わせて 30

名の参加となり、受付で体温測定や体調確認を行いス

タート。気温が非常に高く熱中症の恐れがあったた

め、コースを短縮しての実施となりましたが、マスク

を外し山の空気を吸い、一杯のマイナスイオンに癒や

されました。雲一つない晴天にも恵まれ、参加者は「苦

労して上った頂上から見る和寒町の景色はとても綺麗

だった」、「夫婦岩は想像していたより大きく立派だっ

た」などと話されていました。

三浦文学でフットパス
～  塩 狩 か ら 夫 婦 岩 の 道  ～

全員登頂

お問い合せは名寄ネットワークセンターお客さまサービス課（TEL0120-060-167）まで

　ほくでんから停電情報をＬＩＮＥで受け取れるようになりました。右記のＱＲコー

ドを読み取り、お住まいの地域やご家族が住まわれている地域を登録することで停電

発生時と解消時のお知らせがＬＩＮＥに届き、状況を確認することができます。登録

方法は下記のとおりとなっています。

　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６回目の実施となりました。
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旭川方面防犯協会連合会表彰を受賞
　旭川方面士別警察署から長年のご活躍に対して浜田友子さん

（西町）へ防犯協会連合会表彰が贈られました。

　浜田さんは、平成 19 年から防犯協会員として、平成 31 年から

は防犯協会長として長きにわたり和寒町の防犯活動に尽力され、

その功績が認められ表彰されたものです。

　浜田さんは、地域と連携し、子どもの見守り等を協会員の中心

となって実施されており「まちの防犯のためこれからも尽力をし

たい。」と話していました。

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（金）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　　　　　　１件　２. 農用地の買入れ協議　　　　８件

　　　　　　　３. 荒廃農地調査・農用地利用状況調査に係る非農地の決定　　　　　　４件

お問い合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

年 金 あ れ こ れ ～年金額が増える「付加保険料」～

　定額の保険料に月額 400 円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の基礎

年金に付加年金が加算されます。

　将来受け取れる付加年金額（年額）は「２００円×付加保険料納付月数」で

計算し、２年以上受け取ると、支払った付加年金保険料以上の年金が受け取れ

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。

　・付加保険料加入の申し込みは、役場住民課お客さま窓口係までお願いします。

◎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

■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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　６月号でも「学問も剣術も優秀」といいましたが、与力（上官の補佐）から旗本（幕府の家臣）へ、

1803 年には旗本でも「永
えい

永
えい

御
お め

目見
みえ

以上」という格式が与えられています。これも重蔵の才覚と厳しい

役目でも全力でこなし、幕府のために資料や地図を作成し意見を示すという積極的な姿勢が評価され

たものと思います。徳川幕府が開国の対応に右往左往する中、重蔵はたくましく時代を生きてきました。

　重蔵を知ることは、この時代の世界と日本、そして北海道を知ることにつながります。

　一方で目黒の屋敷に「新富士」という名所を造りました（富士山信仰で当時の流行であった）。新

富士の客が隣の茶屋で食事をする利益の分配などで争いとなり、重蔵

と家族は没落の道を辿ることになります。（新富士から富士山が良く

見えたようで、今は坂を上ると小さな公園があり周囲はマンションが

そびえています）

　有名な探検家だった反面、おごりも見られ批判の的となりました。

重蔵と、その家族の生きざまにもドラマがあります。

【図書館にある資料を紹介します】

　波濤　―近藤重蔵と息子富蔵－（久保田暁一　著）

　開基100年記念誌　目で見る旭川の歩み （旭川市史編纂事業局　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.4って誰近
こん

藤
どう
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じゅう

蔵
ぞう

広
重
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所
江
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百
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『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について

　届出先は、土地の所在する北海道総合振興局・振興局です。

　指定地域は、地域を管轄する道総合振興局・振興局、又は北海道のホームページで

確認できます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stt/mizusigen/mizusigen.htm

問い合わせ先：北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係

　　ＴＥＬ　０１１－２０４－５１７８

上
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　この条例は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、本道の豊かな水資源がもたらす恩

恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の総意として制定したものであり、水資源保全地

域に指定された区域内で土地取引行為を行う場合は、土地の権利者は、契約締結の３か月前まで

に知事へ届出が必要です。
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　７月中旬から工房の外装工事をしていただいて

いたのですが、８月初旬に無事終わり、屋根や壁

の色が一新されました。壁は、Hakko Class. の

イメージカラーの一つである淡い水色。屋根は看

板の色に合わせて濃い茶色です。

　連日暑い日が続くさなかの作業だったので、業

者さんはとても大変だったと思います。

　でも、外からの見た目は、Hakko Class.を知らな

い方に、「ここは何だろう？」と興味を持ってもら

える大事な第一印象にもなりますので、また新たな

印象を作り上げていただきとても感謝しています。

　さて、この夏は本当に暑かったですね。北海道

らしからぬ暑さと湿度に私も打ちのめされたようです。

　でも、Hakko Class. の、米麹 100％で作った甘酒（ノンアルコール、ノンシュガー）を召し上がっ

たことのある方は、他と違うその美味しさを強く実感していただいているようで、さらに、「バテた

カラダに効く栄養剤・病気の予防薬」としても重宝していただけたようで、私にとっては大変嬉しい

思いをすることにもなりました。

　米麹と水だけでできた米麹甘酒は、“酒”という漢字のせいで勘違いしやすいですが、お酒とはまったく

別物で、【お米でできた食べる点滴】なのです。実際、病院で打つ点滴成分の９割と同じ栄養成分が入って

おり、例えば炎天下で働く農家さんにとっても、すぐに補給できる体のサポーターになることができます。

　今年は、体力があると思っていた近くの若い青年が、熱中症になったと聞いてすごく驚いたことも

あり、エネルギー満ち溢れるこの甘酒をぜひ商品化しようと考えるようになりました。

　この記事を書いている８月現在は、甘酒をある程度の量作られる設備やパッケージが準備できてお

らず、正式には販売しておりませんが、９

月には販売できていたらいいなと思いま

す。

　販売形態も随時考え準備してまいります

が、お求めの方は個別にご連絡いただくと

お作りできますので、お問合せくださいね。

また、最新の情報は Hakko Class. のホー

ムページや各ＳＮＳにてご確認ください。

地域おこし協力隊 ムラコ

天然麹の通販 と 手作り発酵食教室
Hakko Class. 　塚本 麻里
HP  https://tsuku2.jp/hakko-class
TEL 090-3386-0290
FB https://www.facebook.com/HakkoClass

▲「いいね！」お願いします！

町職員人事異動
～ お世話になりました ～

　　　令和３年７月 31 日付　　自己都合退職　　横　山　友　樹　（総務課生活安全係）

　　　令和３年８月 31 日付　　　　 〃　　　　 山　本　陽　子　（町立診療所副院長）

　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。

●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。

こころの健康　～悩みごと、お気軽にご相談ください～
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畑の肥料について
　ＥＣは電気伝導率と呼び、土壌中の肥料成分の濃度を表しています。

　ＥＣが高ければ肥料成分が多く含まれて、低ければ少ないことを示しています。肥料成分では、と

くに硝酸態窒素（ＮＯ３
－）の濃度を推定できます。その他の養分ではカリ、カルシウムマグネシウ

ムなども含まれています。

　アンモニア態窒素も硝酸に変化して作物に吸収されます。マイナスの電気を持っているので土壌に

結合しないため雨やかん水によって流れやすく、畑では施肥後はＥＣが高いですが、収穫期や融雪後

には低くなります。

　施設栽培では、ビニ－ルの屋根があるので雨の影響はなく流れにくいです。

土壌水分も太陽に暖められて下層から表層に移動するので。肥料成分は作土に多くなり、ＥＣも高く

なります。とくに、一年中ビニ－ル屋根がかかっているハウスは高くなります。

　ＥＣが高すぎては養分が濃すぎるために、発芽障害や生育障害が発生します（肥料やけ、塩害と言

います）。

　ＥＣの目安は作物によって異なりますが、下記の表を参考にして下さい。キュウリはＥＣが0.5ms/cm

以下が適正です。単位の ms/cm はミリジ－メンス /センチメ－トルと読みます。

ＥＣで何が分かる？

・土：残存窒素、肥料濃度

・堆肥・スラリー：アンモニア濃度、カリ濃度、腐熟度（未熟なものは高い）

※土を取る位置により肥料の混入程度が大きく異なるため、ＥＣ値は土の取り方次第で変化します。

※肥料を均一に混ぜた場合（全面全層施用）は問題ないが、筋まきでは土の取り方に特に注意してください。

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

日ノ出
令和３年度和寒下水終末処理
場機械設備改修工事

汚泥脱水機・汚泥供給ポンプ・薬品供
給ポンプ改修一式

44,000,000
令和４年
３月 11 日

㈱クリタス

日ノ出
令和３年度和寒下水終末処理
場電気設備改修工事１工区

汚泥処理コントロールセンタ設備改修
一式

38,060,000
令和４年
３月11日

北海道三菱電機
販売㈱

日ノ出
令和３年度和寒下水終末処理
場電気設備改修工事２工区

汚泥処理補助継電気盤更新、脱水機盤
更新、計装盤機能増設、LCD 監視装置
機能増設改修一式

31,680,000
令和４年
３月 11 日

北海道三菱電機
販売㈱

北　原 北原地区不良排水路改修工事
施行延長　L=234m　
U300B 装工　φ 450 管渠工

5,313,000
令和３年
11 月 30 日

㈱近藤組

三　和 青雲橋長寿命化 (修繕 )工事 橋長 L=26.0m、W=6.0m 23,980,000
令和４年
１月 11 日

㈱近藤組

工事着工の状況

ＥＣの測定とＥＣ値の目安

作物 土壌の取り方（取る位置） ＥＣ（ｍS/cm）

苗（�トマト、ナス、キャベツ、
ピーマン）

ポット内の土を満遍なく 0.5 ～ 2.0

苗（�メロン、キュウリ、スイカ、
ネギ）

ポット内の土を満遍なく 0.3 ～ 1.5

野菜畑 バラまき施肥・混和後の作土 0.2 ～ 0.8

タマネギ畑 バラまき施肥・混和後の作土 0.3 ～ 0.6

キュウリ バラまき施肥・混和後の作土 0.5 前後

大豆
筋まき施肥、スジの部分を深さ
10cm まで土取り

0.3 前後

テンサイ
筋まき施肥、スジの部分を深さ
10cm まで土取り

0.6 ～ 1.0

お問い合せは農業活性化センター（32-2010）まで
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暑い夏はプールで楽しむ!!

7/28 ～ 7/30 水泳教室
（教育委員会主催）

　３日間で延べ 128 名の小学生

が参加した水泳教室では、それ

ぞれ自分の目標に向かって、一

生懸命練習し、短い間で成長が

見られました。

7/30 少年少女水泳大会
（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　小学生 28 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。
7/31 水中レク

（Ｂ＆Ｇ海洋クラブ主催）

　幼児から小学生まで 66 名が

参加した水中レクリエーション

大会では、水中玉入れなどの競

技に加え、普段は使用できない

大きな浮き輪などで遊びながら

水に親しみました。

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

「塩狩峠記念館へ列車で行こう」

わっとさむドキドキクラブは塩狩駅へ列車で行き塩狩峠

記念館（三浦綾子旧宅）の見学をしました。

館内では小説「塩狩峠」の紹介や展示物の案内を受け、

実際に起きた列車事故と長野政雄の人間愛を学ぶ機会とな

りました。

7/10
(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、町理事者・議員・功労章受章者・各団体代表者な

ど31名が参列しました。

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」と式辞があり、その後参列者一人ひとりが花を捧げま

した。

7/20
(火)

少年の主張上川地区大会最優秀賞を受賞
　７月 16 日（金）ビデオ審査で行われた少年の主張上川地区

大会に出場した佐藤莉子さん（和寒中３年）が、最優秀賞を受

賞しました。上川管内の中学生 18 名が出場する中、佐藤さん

の「コロナ禍でできないことを悲しむよりできることに目を向

けて今を生きていく」という実際の体験や行動を交えた主張が

評価されました。

　また、佐藤さんは全道大会（ビデオ審査）に出場し、優秀賞

（北海道ＰＴＡ連合会長賞）に輝きました。
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健 康 メ モ
　脳卒中は、脳の血管が詰まったり（脳

のう

梗
こうそく

塞）、やぶれたりする（脳
のうしゅっけつ

出血）ことによって脳が障が

いを受ける病気です。脳卒中の最大の要因は高血圧と言われています。

【脳の血管は高血圧に弱い‼】

　血管は痛みを感じないため、高血圧となっても自覚症状

がほとんどないまま、気付かないうちに血管が傷ついてい

きます。そのため、高血圧（右表）の人は自覚症状に頼ら

ず、自分の血圧の値を知ることが大切です。

【脳の血管を守るための血圧の目標値】
　高血圧の治療は、脳の血管のダメージを減らし脳卒中を予防することが最大の目的です。

　まずは生活習慣の改善が必要ですが、血圧を確実に下げるためには服薬による治療が必要な場合

がありますので、下の表で確認してください。

《チェックリスト》

【危険因子Ａ】
□ 65 歳以上
□男性
□喫煙
□脂質異常症（以下のいずれか）
　・HDL40 ㎎ /dl 未満
　・LDL140 ㎎ /dl 以上
　・中性脂肪 150 ㎎ /dl 以上

【危険因子Ｂ】
□糖尿病（以下のいずれか）
　・空腹時血糖126㎎ /dl以上
　・随時血糖 200 ㎎ /dl 以上
　・HbA1c6.5％以上

□脳　　・脳出血、脳梗塞

□心臓　・心筋梗塞
　　　　・非弁膜症性心房細動

□腎臓　・蛋白尿

《受診の目安》

血圧分類

危険因子

収縮期 140 ～ 159mmHg 160 ～ 179mmHg 180mmHg 以上

拡張期 90 ～ 99mmHg 100 ～ 109mmHg 110mmHg 以上

危険因子がない
生活習慣の改善

Ａが１つ以上ある

Ａが３つ以上ある
または

Ｂが１つ以上ある

ただちに受診が必要です！

　生活習慣の改善には減塩や野菜の積極的な摂取、減量等の方法があります。

　詳しくは保健師や栄養士にご相談ください。� （保健師　塚崎優希）

脳卒中を予防しよう！

（脳内の血管の様子）

視床

被殻

内包

頸動脈 
（８㎜）

心臓

中大脳動脈 
（３㎜） 

細動脈 
（0.2 ㎜）

（脳の血管の特徴） 
高血圧に弱い理由①
太い血管 (3 ㎜ ) から急に細い

血管 (0.2 ㎜ ) へ血液が流れ込む

高血圧に弱い理由②
血管が直角に走行しており、血液

が血管の壁にぶつかりやすい

血管がダメージを
受けやすい

《高血圧の診断基準》

家庭で測定
病院や

健診で測定

収縮期
(上の血圧 )

135㎜ Hg以上 140㎜ Hg以上

拡張期
(下の血圧 )

85 ㎜ Hg 以上 90 ㎜ Hg 以上

（高血圧治療ガイドラインより）

服薬が必要か

相談しましょう
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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

『 余命３０００文字 』

 村崎 羯諦 /著

「あなたの余命はあと3000文字きっか

りです」 ある日、医者から文字数で

余命を宣告された男に待ち受ける数奇

な運命とは? ５分で読めて、あっと驚

き、わっと泣ける26編を収録。

今月のBEST本
（７月の貸出回数上位本）

『貝に続く場所にて』

 石沢 麻依 /著

ドイツで暮らす私の元に、2011年３

月の震災で行方不明になったはずの

友人が現れる。コロナ禍が影を落と

す異国の街に、９年前の光景が重なり

合い…。静
せいひつ

謐な祈りをこめて描く鎮魂の物語。

2021上半期　芥川賞・直木賞 そろえています！

　芥川賞Ｗ受賞　

図書館へいこう！図書館へいこう！

話題の新着本

『 霧をはらう 』 雫井 脩介 /著

入院中の４人の幼い子どもたちにイン

スリンが混入され、２人が殺された。

逮捕されたのは、生き残った女児の母

親。人権派の大物弁護士らと共に、若

手弁護士の伊豆原は勝算のない裁判に

挑む!

『 硝子の塔の殺人 』

 知念 実希人 /著

雪深き森で、燦
さんぜん

然と輝く硝子の塔。ミ

ステリを愛する大富豪の呼びかけで、

一癖も二癖もあるゲストたちが招かれ

た。この館で次々と惨劇が起こる。謎

を追うのは名探偵と医師-。

『 たまごの旅人 』 近藤 史恵 /著

念願かなって、海外旅行の添乗員に

なった遙。アイスランド、スロベニ

ア、パリ、西安で、ツアー参加者それ

ぞれの特別な瞬間に寄り添う。ところ

が2020年、予想外の事態が-。

『 能面検事の奮迅 』

 中山 七里 /著

学校法人荻山学園に対する大阪・岸和

田の国有地払い下げに関し、近畿財務

局職員の収賄疑惑が持ち上がるが…。

大阪地検一級検事・不破俊太郎が、政

治とカネの闇にかき消された真実を暴

く。

９・10月のイベント情報

9/11　14:00～　おはなし会

9/18　14:00～　おはなし会

9/25　10:00～　マスクプレイ・オペレッタ

　　　　　　　　こぶとりじいさん
10/2　14:00～　おはなし会

新型コロナウイルス感染症の影響により、

中止になる場合がございます。

『彼岸花が咲く島』 李 琴峰 / 著

記憶を失くした少女・宇実が流れ着

いたのは、ノロと呼ばれる指導者が

統治し、男女が違う言葉を学ぶ島

だった。不思議な世界に満ちた中編

小説。

　直木賞Ｗ受賞　

『テスカトリポカ』 佐藤 究 / 著

メキシコの麻薬密売人バルミロと臓

器売買コーディネーターの末永は、

新たな闇ビジネスを実現させるため

日本へ向かう。少年コシモは知らぬ

間に彼らの犯罪に巻き込まれ…。

『星落ちて、なお』澤田 瞳子 /著

不世出の絵師、河鍋暁斎が死に、こ

れまで家の中で辛うじて保たれてい

た均衡が崩れた。一門の行末は、娘

とよ(暁翠)の双肩にかかっているの

だが…。激動の時代を生き抜いた女

絵師の一代記。
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■人の動き　　　　　　　７月末現在
人　口　　３，１４５人（△４人）
　男　　　１，４８５人（△２人）
　女　　　１，６６０人（△２人）
世帯数　　１，５９４戸（△４戸）

( )は前月比
出生　　１人　　死亡　　４人
転入　　７人　　転出　　８人

■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
松浦　　壽　さん　　81歳　　　　南　町
西本　貞雄　さん　　82歳　　　　南　町
佐藤　光男　さん　　84歳　　　　三　和
福本タツ子　さん　　86歳　　　　芳生苑

和 寒 町

▼５万円　亡父の葬儀に際し

　　　　　松　浦　秀　樹さん（名寄市）

▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）

� ７月　　315件　計�375万円

社会福祉協議会

▼５万円　亡父の葬儀に際し

　　　　　松　浦　秀　樹さん（名寄市）

▼10万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　西　本　麗　子さん（南町）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　佐　藤　ミヨ子さん（三和）

▼３万円　亡母の葬儀に際し

　　　　　福　本　清　一さん（日ノ出）

▼５万円　亡夫の葬儀に際し

　　　　　鈴　木　嘉代子さん（菊野）

芳生苑・健楽苑

▼３万円　亡母の葬儀に際し

　　　　　福　本　清　一さん（日ノ出）

＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）

▼（有）小林金物店

　� 代表取締役　佐藤武雄さん（北町）

▼泉谷一文さん（東町）

▼髙橋貞夫さん（中和）

▼小野田頴意さん（西町）

▼吉田富士子さん（東町）

▼佐々木　正さん（三和）

▼藤田幹子さん（西町）

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
◎　ＳＮＳトラブル（個人情報流出）の防止
１　ＳＮＳとは
　ＳＮＳとは、ソーシャル・ネットワーキング・

サービスの略称で、LINE、Twitter、Instagram

など、Ｗｅｂ上で社会的なネットワークを作り

出せるサービスを意味します。

　ＳＮＳで写真を投稿することは今や当たり前

となっていますが、写真を投稿する時に注意し

ておかないと、思わぬ形で個人情報が流出して

しまうケースがあるので注意して下さい。

２　ＳＮＳで注意すべきこと
　ＳＮＳには、住所や氏名などの個人情報を掲

載しないようにしましょう。

　また、写真を掲載する時には、より注意が必

要です。

　住所などが写真に写っていないからと言って

も、

　・自宅からの景色　　・自宅の外観　

　・近所の写真（公園など）

　・特徴のある建物　　・駅　　・看板　　

　・電柱　・マンホール　　　　・制服

　・車（ナンバープレート）　　・レシート

　・鍵　　・スーパーなどの袋　・瞳

などから、個人情報が特定される場合がありま

す。

　過去には、投稿した写真から居場所を特定さ

れ、ストーカー被害に遭った事案も発生してい

ます。

３　被害に遭わない対処方法
　ＳＮＳで情報流出を防止するため、

　　①�個人情報を書き込まない

　　②�安易に写真を投稿しない

　ように注意しましょう！投稿を見た人が拡散

することで、知らない人に見られてしまう可能

性があるので、ＳＮＳの公開範囲の設定も確認

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

７月中交通事故状況 （７月末現在）

発生件数
人 身　 ０件（　  ０件）

物 損 　５件（　４６件）

死　　者 ０人（ 　 ０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 １４人（　６６人）

（　　）内は令和３年累計
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凛です。１歳になったけど髪の毛が生えてこなくて、いつまでも赤

ちゃんみたいだねってかわいがってもらってます。だけど、お家の

ジャングルジムはてっぺんまで登れるし、お姉ちゃんお兄ちゃんが言

うことばを反復してなんでも言えちゃうんだよ。"見た目とのギャッ

プ"って私にぴったりだと思ってます

中原　凛
りん

　ちゃん　《R2.2.18生まれ》

　松岡　おとうさん　中　原　智　位　さん
　　　　おかあさん　　　　　梨　沙　さん

商工会青年部　花 火 大 会
　８月14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330発の花火が和寒町の夜空を彩りました。
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