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４/25
(月)～

桜満開！春の塩狩峠散策・三浦綾子生誕 100 年記念特別展示を実施します
JR 塩狩駅の向かいの「塩狩峠一目千本桜」は、多くの観光客が訪れる桜の名所です。
今年４月 25 日の三浦綾子さん生誕 100 年に際し、塩狩峠記念館で特別展示を開催します。
塩狩峠公園は整備中ですが、下記期間中は駐車場の臨時開放を行い、敷地内を散策できます。
ぜひこの機会に塩狩峠の春を感じてみませんか。
●特別展示期間 ４月 25 日（月）～５月 31 日（火）
●開 催 場 所 塩狩峠記念館
●開 館 時 間 午前 10 時～午後４時 30 分
●期間中休館日 ４月 26 日（火）
、５月９日（月）、16 日（月）、23 日（月）、30 日（月）
●展 示 内 容 三浦綾子さんのデビュー作「氷点」の新聞連載当時の記事
※来館記念ポストカード配布（先着 500 枚）
●交 通 機 関（いずれも乗車時間は約 10 分）
行き・J R 和 寒 駅 発
8:32 10:43 11:44
・道北バス和寒停留所発
10:13 10:58 12:08
13:03 13:53 14:48
帰り・J R 塩 狩 駅 発
・道北バス塩狩停留所発

13:08 14:40 17:19
11:03 11:57 12:58 13:53
15:12 16:18 17:12
※JR は片道大人 300 円、道北バスは片道大人 400 円

バス停

臨時駐車場
バス停

塩狩峠記念館

駐車場

JR 塩狩駅

一目千本桜

■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423）

塩狩峠記念館を開館しています
作家・三浦綾子さんの旧宅を復元した「塩狩峠記念館」は４月１日（金）から開館しています。
ぜひこの機会に、小説「氷点」執筆の部屋や、小説・映画「塩狩峠」に関する資料を見学してみませんか。
例年５月中旬ごろに「塩狩峠一目千本桜」は見ごろとなりますが、気候により少し早まることも予想され
ます。たくさんの方々のご来館をお待ちしています。
●開館期間 ４ 月 ～ ９ 月 午前 10 時～午後４時 30 分
10 月 ～ 11 月 午前 10 時～午後３時 30 分
●休 館 日 毎週月曜日（月曜が祝日の場合は翌日）
※特別展示実施期間中では休館日は変更します。
■詳しくは産業振興課商工観光労政係まで（℡32-2423）
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４/28
(木)

地域おこし協力隊・Hakko Class.の糀ってどんな味？試食会開催！

地域おこし協力隊で麹屋さんをしている「Hakko Class.」が活動しているのは知っているけど、麹って
食べたことがないな～、けど興味はあるんだよな～、甘酒ってどんなのだろう～、という方のために、
【糀
生甘酒の試食会】を開催します。
Hakko Class.の糀生甘酒は、普通の甘酒のイメージとは全く別物ですので、ぜひこの機会に試してみて
ください。４種類以上の甘酒が様々な食べ方で試食できるほか、お気に入りが見つかればお手軽なサイズ
から購入することもできるよう準備してお待ちしています。
また、会場となる山のカフェ覚礼さんよりテイクアウト用の朝食の試食、齋藤農園さんより有機ミニト
マトジュース数種類の試飲もあります。
試食はこの日限定で、無料でお試しいただける代わりに、アンケートにお答えいただくことが参加条件
となります。忌憚のないご意見をよろしくお願いします。
●日 時：４月 28 日（木）
第一部 午前 10 時～午前 11 時/第二部 午前 11 時 30 分～午後 12 時 30 分
●場 所：山のカフェ覚礼（字福原 253）
●定 員：各回限定先着 10 名
●申 込：メール(moticosan@gmail.com)もしくはお電話(090-3386-0290)
●締 切：４月 26 日（火）12 時まで
●備 考：※基本的に立食方式で、１時間の入れ替え制です。
※各自マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保ってお楽しみください。
■詳しくは地域おこし協力隊 塚本まで（℡090-3386-0290）
４/29
わっさむお花見スタンプラリー実施
(金)～
新型コロナ感染症の感染拡大防止のため、「三笠山夜桜まつり」は行わず、代わりに町民の皆さま
が和寒町内の桜を楽しんでいただけるよう、「お花見スタンプラリー」を開催します。
●実施内容
●実施時期
●交換期限
●台紙配付

町内 10 カ所のお花見スポットに設置したスタンプを集めた数に応じて景品交換
４月 29 日（金）から５月 15 日（日）まで
５月 20 日（金）まで
商工会、JA 北ひびき和寒基幹支所１階購買課、
役場産業振興課（平日）及び管理人室（土日祝日） ※一人１枚限定
●景品交換 スタンプ５個で箱ティッシュ１箱、６～９個で箱ティッシュ２箱、
10 個全て集めると箱ティッシュ２箱と商品券 500 円
●設置場所 ①公民館恵み野ホール「蒸気機関車」付近 ②剣淵川「桜づつみ」
③ふれあいのもり「しだれ桜」
④町道 18 線道路桜並木
⑤三笠山自然公園道路桜並木
⑥三笠山自然公園キャンプ場（観音像側）
⑦三笠山自然公園パークゴルフ場
⑧塩狩峠記念館（三浦綾子旧宅）
⑨塩狩峠一目千本桜
⑩町道塩狩南丘線「夢ロード桜」
※詳細はスタンプカードに地図を掲載しています。
■詳しくは和寒町観光協会（商工会内）まで（℡32-2341）
４/29
(金)～

こどもの国

４月 29 日（金）オープン

こどもの国は、ゴーカート、ハイスクリュータワー、豆汽車などたくさんの遊具があり、子ども
から大人まで一日中楽しめます。
オープン当日は 500 円で乗り放題 (一部遊具を除く) と
なりますので、多くの方のご来場をお待ちしています。
●開 園 日

●開園時間

４月 29 日（金）～10 月 10 日（月）
（毎週土・日・祝）
※夏休み期間中は毎日開園します
７月 20 日（水）～８月 16 日（火）
午前 10 時～午後４時 30 分
※ＧＷ中、８/13～16 日は午前 10 時～午後５時
※雨天時はお問い合わせください。
■詳しくは道北環境整備協同組合（㈱近藤組内）まで（℡32-2042）
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スポーツ協会から開催事業のお知らせ
スポーツ協会では、健康維持・増進を目的に、様々な事業を開催してます。
ご自身の体力レベルに合わせて、一緒にスポーツしませんか。
【パークゴルフ場シーズン券の販売について】
４月 18 日（月）から（両コース共通）
〈利用料金表〉全コース共通

１日券

シーズン券

300 円

4,000 円

※パークゴルフクラブレンタル料（１本 200 円）
※１日券は、券売機にて購入ください。

【ボッチャ教室の開催について】
●日
程 【５月の開催日】11 日、18 日、25 日の毎週水曜日に開催
※６月以降の開催についてはお問い合わせ下さい。
●時
間 午前 10 時 30 分～ 1 時間程度
●場
所 和寒町立図書館
視聴覚室
●申
込 開催日の前日までにお申し込みください。
●参 加 料 １回につき 100 円
●そ の 他 出前講座いたします。自治会、会合などにいかがですか？

【大人の遠足の開催及びウォーキング部員の募集について】
春の遠足を下記のとおり開催します。桜を見ながら仲間とウォーキングしませんか？
●開催日時
５月９日(月) 午前８時～午後１時
●参 加 料
1,000 円（昼食、路線バス運賃代付）
●コ ー ス
総合体育館～塩狩峠までの約 10 キロの道程
帰りは、路線バスに乗り 18 線で下車、楡食堂で昼食をとります。
●持 ち 物
雨具、タオル、飲み物、補食等
●申
込
４月 27 日（水）まで
（路線バス団体乗車の人数報告の為、期日厳守でお願いします。）
●そ の 他
毎月１～２回ウォーキング部例会（５キロ程度）を行ってますので、
部への加入希望の方はお問い合わせください。
【わっさむフィットネス部の開催について】
スポーツ協会の指導員と楽しく、さわやかな汗を流しませんか？
●開催日時
５月 12 日～(毎週木) 午後７時～午後８時
●参 加 料
300 円(施設利用料) ※健康管理室期間券保有者は無料
●場
所
総合体育館 トレーニングルーム、多目的ホール他
●対
象
高校生以上で筋トレ、ダイエットに興味のある方。
●持 ち 物
室内用運動靴、タオル、飲み物、プロテイン等
●申
込
開催前日までにお申し込みください。
●そ の 他
運動のできる服装でお越し下さい。随時部員を募集してます。

≪各事業においては新型コロナ感染予防対策を講じて開催します。≫

■詳しくは一般財団法人和寒町スポーツ協会まで（℡32-4470）
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５/14
(土)

かたくり庵のつどい開催
コロナ禍で、２年続けて中止していました「かたくり庵のつどい」を開催します。
日本庭園を眺めながら、
「片栗庵」前庭でお茶会を体験してみませんか。
おいしい和菓子と抹茶を楽しむことが出来ますので、お気軽にお越しください。
●日 時

５月 14 日（土）午前 10 時～
雨天時は中止（防災無線でお知らせします）
●場 所
片栗庵（総合体育館西側）
●内 容
お茶会（野点） 午前 10 時～午後１時 30 分頃
町民の方は参加無料（町民以外の方はお茶会費用として 300 円）
※感染予防対策のため、検温・手指消毒等にご協力ください。
※新型コロナの感染状況によっては開催を中止することがあります。
■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477）

令和４年３月福島県沖地震災害義援金のお願い
３月 16 日（水）の福島県沖地震により、東北地方や関東地方で多くの方が被災されました。
日赤和寒町分区、和寒町共同募金委員会では被災された方々への支援のため、次の窓口で義援金を受け
付けています。皆さまから寄せられた善意の義援金は、日本赤十字社や中央共同募金会を通じて被災地の
救援活動に使わせていただきますので、ご協力願います。
●義 援 金 受 付 場 所

（日赤）保健福祉センター、役場お客さま窓口
（共募）社会福祉協議会
※領収書をご希望の方は窓口でお申し出ください。

●個 人 で 振 り 込 ま れ る 場 合

郵便局・ゆうちょ銀行
口座記号番号 00130－7－421184
口座加入者名 日赤令和４年３月福島県沖地震災害義援金
※郵便局、ゆうちょ銀行窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除
されます。
受領証をご希望の場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載くださ
い。

●受

６月 30 日（木）まで

付

期

間

※寄せられた義援金の情報は、被災地の日本赤十字社支部と中央共同募金会で共有されることが
あります。
義援金に関する詳細につきましては、日本赤十字社ホームページをご確認ください。
■詳しくは保健福祉課福祉係まで（℡32-2000）

北原交流展示館オープン
今年も町民の皆さまによる、写真や書・絵画・押し花絵・水墨画など数多くの作品を展示します。
●開 館 日
●休 館 日
●開館時間
●入 館 料

５月１日（日）～10月30日（日）
５月６日（金）、７日（土）は休館します。
毎週月曜日・火曜日
※月、火が祝日の場合は翌日が休館日
午前10時～午後４時
無 料
■詳しくは教育推進課社会教育係まで（℡32-2477）
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「緑の募金」にご協力ください
４月 25 日（月）～５月 31 日（火）までを「緑の募金」運動の実施期間としています。
募金は、昨年同様に東日本大震災被災地の居住区周辺の緑化支援など、東日本大震災
復興事業や、森林整備や森林、公園、街路などの緑化事業に充てられます。
町民の皆さまのご協力をお願いします。
●募金箱設置場所：北ひびき農協和寒支所、和寒郵便局、役場などの公共施設
■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423）

林野火災予防強調期間
４月 21 日（木）～５月 31 日（火）までを林野火災予防強調期間としています。
北海道では雪が解け、気温が上昇するとともに、レジャーや山菜を採るために入
林者が増加する春から初夏にかけての時期は林野火災予防強調期間をもうけて、林
野火災への注意を呼びかけています。
火気の取扱いの不注意、不始末によるものが原因の大半を占めています。
皆さん一人ひとりで林野火災を起こさないよう注意しましょう。

■詳しくは産業振興課畜産林政係まで（℡32-2423）

農村地区光回線サービスの開始予定日決定
令和２年度から工事を進めていた農村地区の光回線の整備について、新型コロナ
感染症の影響により、必要な部材の調達が困難なことから、サービスの利用開始が遅
れていましたが、NTT 東日本より下記の日程で申し込みの受付（契約）・サービスの
開始を予定していると発表がありました。
申し込みについては、NTT 東日本や携帯電話会社等の光コラボレーション事業者
に、ご利用を予定される方が直接申し込みを行うことになります。
詳細については受付開始日が正式に決まり次第お知らせします。
●受 付 開 始 予 定 日
●サービス開始予定日

６月 24 日（金）
７月 ５日（火）
■詳しくは総務課情報管理係まで（℡32-2421）

新たに飼われる犬や猫のマイクロチップ情報登録が義務化されます
令和４年６月１日からの「改正動物愛護管理法」施行により、販売される犬や猫への
マイクロチップの装着・マイクロチップ情報の登録が義務付けられます。
マイクロチップ情報が登録された犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は「変更登録」を
する必要があります。また、現在飼っている犬や猫、譲り受けた犬や猫にもできる限り
チップを装着し、マイクロチップ情報の登録を忘れずに行ってください。
●すでに飼い犬・猫にマイクロチップを装着している場合
令和４年６月１日からはじまるマイクロチップの情報登録は、国のデータベースに
登録するものであり、現在民間事業者で実施されている情報登録とは異なります。すで
に民間事業者でマイクロチップの登録をしている飼い主の方は、国のデータベースに
も登録をお願いします。令和４年５月 31 日までに下記 QR コードから「移行登録サイ
ト」にアクセスし、手続きをすれば無料※で登録できます。
※令和４年６月１日以降マイクロチップ情報の登録・変更登録は、
オンライン申請の場合 300 円（紙申請は 1,000 円）かかります。
■詳しくは住民課環境衛生係まで（℡32-2422）
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