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主な内容
２Ｐ　和寒小学校・和寒中学校入学式

４Ｐ～５Ｐ　健康診査とがん検診のお知らせ

７Ｐ　地域おこし協力隊コラム

12Ｐ　農村地区光回線サービス開始予定日が決まりました



　４月７日（木）和寒中学校、４月21日（木）和寒小学校で入学式が行われました。新型コ

ロナ感染拡大防止のため、マスク着用・在校生等の出席制限や小学校では開催時期を延期し

ての開催となりました。これからたくさん遊んで勉強して、新しい学校生活を充実させてく

ださい。ガンバレ新１年生！

小・中学校　入学式！
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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４回　農業委員会総会

　日時・場所　４月 19 日（火）午後３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　４件　　２.農用地の売買　　　　　１件

　　　　　　　３．農用地の賃貸借　　　　９件

お問い合せは農業委員会（TEL32-2435）まで

和寒町消防団　消防庁長官表彰　表彰旗受章

　永年の功績が認められ消防庁長官から「表彰旗及び表彰状」を

受章し、３月 29 日（火）士別地方消防事務組合管理者から伝達

されました。

　今回の受章は、「防災思想の普及、消防施設の整備、その他の

災害の防御に関する対策の実施について、その成績が特に優秀で、

かつ、他の模範と認められる機関」に受章されるものです。

興味のある方は
　消防署和寒支署（TEL32-
2119）までご連絡ください。
　一緒に和寒町の安全を守
りましょう！

ジュニアオリンピック報告会
　４月１日（金）、ＪＯＣジュニアオリンピックカッ

プ 2022 クロスカントリー大会及びアルペン大会に

出場した８名の選手が和寒町役場を訪れ、結果報告

を行いました。

　クロスカントリー大会は名寄市で３月 10 日から

４日間、アルペン大会は長野県菅平高原で３月 27

日から３日間開催されました。

　クロスカントリー大会のクラシカル競技、フリー

競技両種目制覇した和久 玄
はるか

君は「目標にしていた

大会で結果を残すことができてうれしかった」と話

し、アルペン大会に出場した遠山みるくさんは「来

年はもっといい結果を残したい」と話しました。

報告会の様子
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健康診査とがん検診のお知らせ健康診査とがん検診のお知らせ

和寒町では健康診査費の一部を助成しています。

健診は自分のからだを知る大切な機会ですので、年に１度は健康診査やがん検診を受けましょう。

対　象　者
・

自己負担額

①20～39歳の町民（加入保険は問わない）　� 　　　：１，０００円
②40～74歳の和寒町国保加入者　　　　　� 　　　　　：１，０００円
③40～74歳の和寒町国保以外の健康保険加入者※：自己負担額は加入保険による

　※�③の方は、加入先の保険者から発行される『特定健康診査受診券』と健康保険証の持参が必要です。
　詳しくは、各職場や加入保険にお問い合わせください。

④75歳以上の後期高齢者医療保険加入者� ：５００円

健 康 診 査

胃
バ
リ
ウ
ム
検
査
も
で
き
ま
す

感染症対策を
行っています

健診当日はマスクの着用をお願いします。37.5度以上の

発熱や風邪症状、体調不良のあるかたは健診を受けるこ

とができません。

場　所

集 団 健 診 個 別 健 診　　　　

保健福祉センター
※昨年同様、感染症対策として
各地域センターでの実施を中止
させていただきます。

和寒町立診療所 旭川がん検診センター

日　程

要　予　約

５月19日（木）

６月21日（火）

　　22日（水）

　　23日（木）

　　24日（金）

　　25日（土）

　　26日（日）

10月29日（土）

10月31日（月）

11月１日（火）

Ｒ４年５月～

Ｒ５年３月

平日のみ

Ｒ４年５月～Ｒ５年３月
●個人で行く場合
・月～金曜日、第１、３土曜日
・日曜日

 
５月29日　12月４日

９月18日　２月12日

10月16日　３月26日

●がん検診ツアー
　(無料送迎バス )

５月20日　11月９日

７月６日　12月１日

８月４日　１月26日

時　間
６：40 ～９：40

（20 分間に６名の予約制）
８：15 ～ ８：15 ～

基本的な
検査項目

身体計測  尿検査・血圧測定・血液検査（腎機能検査含む）・問診・診察・眼底検査・心電図

＋
追加検査・がん検診は次ページをご覧ください

健康診査も受けられるようになりました

春もやります
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項　目
対象者

(年度末年齢)

自己負担額

保健福祉センター 和寒町立診療所
旭川

がん検診センター

胃がん検診 35歳以上

胃バリウム検査

(５月19日、６月25日、

10月29日のみ)

1,000円

胃カメラ検査

(金曜日のみ)

2,000円

胃バリウム検査

1,000円

胃がんリスク層別化

検査（ＡＢＣ法）
35歳以上

3,000円

(５月19日は

受けられません)

3,000円

肺がん検診

(胸部レントゲン)
40歳以上 ０円

大腸がん検診 35歳以上 500円

前立腺がん検査 50歳以上の男性 800円

喀痰検査

(肺がん検診)
40歳以上 300円

肝炎ウイルス検査 20歳以上 ０円

エキノコックス症検査 小学３年生以上 ０円

風しん抗体検査

昭和37年４月２日～

昭和54年４月１日　

生まれの男性

０円※

骨粗しょう症検査 40～70歳の女性 300円 300円

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 700円

婦人科超音波検査 20歳以上の女性 300円

乳がん検診

20歳以上の女性

20～29歳(超音波)

30歳以上

(マンモグラフィ)

1,000円

※対象者にはクーポン券を配布済み、有効期限は令和７年３月31日まで

追加検査・がん検診 和寒町民の方が対象です。加入保険は問いません。

保健福祉センター保健係（電話32-2000）まで申込み・問い合わせ

胃がんリスク層別化検査（ABC法）35歳以上の町民：自己負担3,000円
【検査の判定結果】胃がんリスク層別化検査（ＡＢＣ法）とは？

　血液検査(ピロリ菌抗体価とペプシノゲン値)で

「胃がんのなりやすさ」（Ａ～Ｄ群）を知ることが

できる検査です。

　胃がんそのものを見つける検査ではありませんの

で検査の結果に応じて、胃がん検診(胃カメラ検査)

や病院での検査・治療を受ける必要があります。

ピロリ菌抗体価
（ピロリ菌の有無がわかる）

ペプシノゲン値
（胃の粘膜の荒れ具合がわかる）
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こんなときは民生委員児童委員に相談を！
　民生委員児童委員は、地域の誰もが幸せで安心した生活ができるよう応援します。

　何か心配ごとがありましたら民生委員児童委員に相談してください。個人の秘密は厳守されます。

年 金 あ れ こ れ  ～国民年金保険料の納付が困難なときは・・・
免除・猶予の手続きを～　

　経済的に保険料を納めることが困難な場合、本人の申請によって保険料の納付が免除される制度が

あります。※次のような手続きをせず保険料を未納のままの状態で、万一、障害や死亡といった不慮

の事故が発生した場合、障害基礎年金等が受けられない場合があります。

【国民年金保険料免除制度】　
　国民年金保険料を納める本人や配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準以下の方、失業して

納付することができない方は、申請により保険料の全額か一部が免除となります（一部免除の場合、

免除以外の保険料を納付しないと未納扱いとなり、将来の年金額に当該期間分が反映されません）

【学生納付特例制度】　
　学校教育法に定める大学・大学院・短大・高等学校・専門学校・専修学校などの各種学校に在学す

る 20 歳以上の学生の方は、申請により保険料の納付が 10 年間猶予されます（当該期間は未納扱いに

はなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません。また、追納する場合、３年以上前の保

険料には、当時の保険料に加算額が上乗せされるため、早めの追納をおすすめします。）

【若年者納付猶予制度】
　50 歳未満で、本人や配偶者の前年所得がそれぞれ一定基準額以下の方は、申請をし、承認される

と保険料の納付が猶予されます（当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に

反映されません）。

　※保険料の納付期限から２年を経過していない期間について、遡って免除等を申請できます。

■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

保険料納付を忘れずに・・・納めて安心国民年金

◎民生委員児童委員のご紹介

氏　名 担当地区 氏　名 担当地区

大石多惠子 恵みヶ丘自治会 大石もと子 中和自治会（旧朝日、塩狩、南丘１、中
和１～３）三笠南自治会（旧三笠２）

外山　秀男 大通自治会 菊地美智子 中和自治会（旧中和５･６、川西１･
２）三笠南自治会（旧三笠３）

山下　眞樹 西町自治会 大西　京子 三和・菊野自治会

川村　敦子 仲町自治会 岡　　政之 松岡・北原自治会

大場　栄子 若草自治会（北側） 牧　　千秋 西和福原自治会

星　　良子 若草自治会（南側） 脇澤　幸枝 東山自治会

森田　晴章 かたくり自治会（旧10区） 笠嶋　　覚 町内全域（主任児童委員）

本舘美智子 かたくり自治会（旧11区）

☆在宅生活に関すること
　・毎日の介護で困っていること
　・福祉サービスの利用　
　　（ホームヘルプ、配食、緊急通報装置、
　　　　　　　除雪、高齢者見守り支援など）
　・介護保険制度
　　（申請、認定、サービス利用提供など）
☆くらしに関すること
　・住まい
　・近所付き合い
　・生活費（職業や年金など）
　・生活福祉資金など各種貸付制度の利用
　・生活保護
　・遊び場、通学路などの危険箇所
　・公害や環境衛生

☆家族に関すること
　・結婚、離婚
　・親子関係
　・扶養
　・相続
☆育児や教育
　・育児やしつけ
　・学校生活の悩み
　・いじめや不登校
　・児童虐待、非行
☆その他の困りごと
　・身体や心身障がい、精神や知的障がいなど

青い門標が
目印
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ほくでん停電情報のLINE・チャットお知らせサービス
　停電情報を LINE・チャッ

トで確認できるようになり

ました。右記のＱＲコード

を読み取ることで停電情報

が LINE に届き、チャット

ではお問い合わせをするこ

とが出来ますのでぜひご利

用ください。

　温かい季節になりましたね。農家さんもシーズンに入りエネルギーが必要になってくる頃でしょう。

また、暑くなると冷たいものを欲します。活動しやすくなるこの時季に、『和寒からの手土産』として、

お持たせにもなる商品を開発しました。美味しく、優しく、身体も心も喜ぶようなひんやりスイーツです。

　かねてより私がイチオシしている《糀甘酒》。なぜイチオシかというと、米と水だけという無添加

でシンプルな原料ながら吸収率の高いビタミン・食物繊維・酵素がたっぷりと含まれ、美容と健康に

最適な栄養補給源だからです。薬やサプリメントを飲んでも、その吸収率は意外と低いことはあまり

知られていないようです。

　また、“酒”という文字や、「あまざけ」に対して元々お持ちの印象から、酒粕の甘酒や市販品の味

をイメージし、本当の糀甘酒の味をご存じない方も多いよう。私の推す甘酒はそれらとは違い、また

格別の味わいです。

　Hakko Class. の糀生甘酒『恋する菌曜日』は、３月より和寒町のふるさと納税返礼品に登録され

たところですが、５つのお味で冷凍した絶品が今回の新商品です。

◆ 糀生甘酒『恋する菌曜日』５種のアソートＢＯＸ（冷凍・化粧箱入）　税込 3,240 円

　 　無農薬の米麹と天然水のみでできた糀生甘酒に、有機栽培の抹茶・き

なこ・黒ごま・カカオの４つの味を加え、アイスカップで冷凍した５種

類の甘酒アイスです。砂糖を一切使わずとも甘くて上品な美味しさです

（ビックリ！）。もちろんノンアルコールですので、子どもから大人まで

どなたでもお召し上がりいただけます。お米と抹茶／きなこ／黒ごま／

カカオだけでできた新食感のスイーツ。自分へのご褒美や気軽な贈り物

として、ぜひお試しください。

▼詳細・ご注文・ご予約・お問合せ

　右のＱＲコードを読み込むか下記までお問い合わせください。

※ 商品はすべて

受注生産です

ので、必ず先

にご予約・ご

注文の上お求

めください。

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！

<お問い合わせ先>
北海道電力ネットワーク㈱名寄ネットワークセンター お客さまサービス課
電話：０１２０－０６０－１６７（平日9時～１７時）

＊音声ガイダンスが流れますので「５」を選択してください。

停電情報をＬＩＮＥでお知ら
せします。ぜひお友たち追加
してください！

停電・設備に関するお問い合わ
せはチャットでも受付しています。
ぜひご活用ください。

停電情報をＬＩＮＥ・チャットでお知らせします停電情報をＬＩＮＥ・チャットでお知らせします
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藤　田　房　雄（南町） 今　田　弘　二（西町） 吉　原　　　誠（三笠）

海老原　　　淨（西町） 十　川　富久美（西町） 加　藤　敏　雄（三笠）

長谷川　恵美子（三笠） 松　本　秀　樹（東町） 佐々木　啓　文（三笠）

石　上　恵　三（南町） 川　嶋　幸　男（北町） 小　林　めぐみ（菊野）

西　田　陽　司（西町） 渡　邊　道太郎（西町） 細　野　雄　太（南町）

板　橋　芳　枝（西町） 白　土　真太郎（北町） 西　山　美智子（西町）

和寒町！落語会！

和寒町ゆかりの落語家　春風亭柏枝さん、突撃！とな

りの晩ご飯でおなじみの桂米助さんらを招いて落語会が

開催されました。

３年ぶりの開催となった芸術文化公演会ですが、感染

対策を徹底した中で約100名が来場し、新春の笑いに包

まれていました。

コーラスにれ45周年記念演奏会

公民館恵み野ホールで「コーラスにれ45周年

記念演奏会」が開催されました。「これまでの

あゆみを感謝とともにいまできることを歌声に

のせて」をテーマに構成された全３部のプログ

ラムで行われました。金谷羽純さんによるピア

ノ演奏や、永易孝行さんによるアルトサックス

の演奏なども披露され、会場には100名程の聴

衆が集まり多くの拍手が贈られました。

4/10
(日)

感染防止グッズをくばりました

かたくり自治会では、近年の新型コロナの影響により

自治会事業を予定どおり実施できていない状況から、感

染防止グッズ（マスク・除菌ウエットティッシュ）を自

治会員へくばりました。

感染防止グッズは自治会役員が各世帯へ手渡し、ご家

庭で使用いただくように呼びかけました。

3/27
(日)

まちのニュース  カメラアイ ～地域の話題をお届けします～

3/20
(日)

交通安全指導員を任命しました
　交通安全の指導、普及活動を推進するため、下記の 18 名を交通安全指導員として任命しました。

任期は令和４年４月１日～令和６年３月 31 日の２年間です。

お問い合せは総務課生活安全係（TEL32-2421）まで
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健 康 メ モ
　春の訪れとともに暖かくなってきました。この時期、

花粉症に悩まされる方も多いと思います。

　早めの対策で症状軽減を図りましょう。

【花粉症とは？】

【自分でできる予防策】

【治療法】

～花粉症対策で日常を過ごしやすく～

【道内の主な花粉と飛散時期】
ハンノキ属

（リンゴ、桃等）
３～６月頃

スギ ３～５月頃

ヒノキ ４～５月頃

シラカバ ４～６月頃

イネ属 ５～10月頃

ヨモギ属 ７～９月頃

④花粉症の症状が出る 

  

 

 

             

 

 

  

 

 

①花粉が目や鼻に入る 
②体の中で花粉に対して免疫

が過剰に反応する 

異物だ！

③化学伝達物質が分泌される 

①外出時の対策

マスク ･ マフラー ･ 帽子 ･ 花

粉対策眼鏡 ･ ツルツルした素

材の上着等を着用する。

②外出後の対策

・�玄関先で花粉をしっかり払

い落す。

・�うがい、手洗いをすぐに行

う。

③屋内の対策

・�窓や戸をなるべく閉める。

換気は短時間でこまめに

し、窓を小さく開ける。

・�空気清浄機を使用する。

・�こまめに掃除、窓際を丁寧

に行う。

・�洗濯の外干し

は避けて、室

内で干す。

【花粉症？それともコロナ？】

　花粉症の症状であるくしゃみや鼻水、喉

の痛み等は新型コロナウイルスの症状に似

ているため気づかずに重症化することが懸

念されています。花粉症は目鼻のかゆみを

伴い、発熱等の全身症状は多くはないこと

が特徴です。今年の道内では花粉の飛散量

が多いと予測されています。迷った時やい

つもと違う時は、早め

に医療機関を受診しま

しょう。

�（保健師　小野寺　遥）

※�まずは病院（耳鼻科・アレルギー科等）を受

診し、血液検査でアレルギーの有無や種類を

調べましょう。

・薬物療法

　服薬・点鼻薬・点眼薬等を使用する。

・アレルゲン免疫療法

　皮下免疫療法や舌下免疫療法

を利用する。

・手術療法

　鼻粘膜焼灼手術を利用する。

飛散時期前に対策
をすることで症状
を遅らせる、悪化
を抑える、治まる
のを早める効果が
あります。
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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

『 彼女が知らない隣人たち 』

 あさの あつこ /著

地方都市で暮らす咏子は、パートとし

て働きながら家族とともに平凡な毎日

を送っていた。だが連続爆発事件が発

生し、今まで気にも留めなかった周囲

の異変に気がついていく。

『 夏の体温 』  瀬尾 まいこ /著

夏休み、小学３年生の瑛介は血小板数

値の経過観察で入院している。退屈な

日々を送る病院で、低身長の検査入院

らしい同学年の壮太に出会い…。「出

会い」がもたらす「奇跡」を描いた全

３篇

『 たとえ世界を敵に回しても 』

 志駕 晃 /著

おまえの息子は犯罪者だー。介護施設

で働く葉子のもとに、怪文書が届く。

５年前に家を飛び出した息子が「炎上

系」の動画配信者だったこと、人の恨

みを買い、数日前に姿を消したことを

知り、葉子は…。

『 アルツ村 』    南 杏子 /著

夫の暴力から逃れ、幼い娘を連れて家

を出た主婦・明日香。高齢者だけが身

を寄せ合う山間の村に迷い込み、暮ら

し始めるが、一見平和な村に隠された

大きな秘密に気付き始め…。認知症の

「いま」に斬り込む衝撃作。

『 古本食堂 』 原田 ひ香 /著

本が好きだという想いは強いが、進路

に悩む国文科の学生、美希喜。そんな

時、大叔父の古書店を、彼の妹の珊瑚

さんが継ぐことに。美希喜は珊瑚さん

の手伝いをするようになり…。

『 シェア 』 　真梨 幸子 /著

鹿島穂花は相続した古い民家をシェア

ハウスにするが、想定外のリフォーム

で借金を負う。さらに工事中に床下か

らとんでもないものを発見してしま

う。やがてシェアハウスには６人の女

性が入居し…。

『 花屋さんが言うことには 』

 山本 幸久 /著

ブラック企業勤務の紀久子は、酔っぱ

らった勢いで駅前の花屋で働くこと

に。いろんな想いが詰まったお花を届

けているうちに、紀久子は自分の心に

もう一度向き合いはじめ…。

『 弊社は買収されました ! 』

 額賀 澪 /著

外資系企業に買収された花森石鹼。激

務に耐えるベテラン、合理化を求める

若手、謎多き新社長…。モチベーショ

ンも立場も世代も違う両社の社員は、

この激変を乗り越えられるのか。

『 心心 東京の星、上海の月 』

 石田 衣良 /著

専門学校の声優科に入学した石森陽児

は、上海から来たアニメ好きの少女・

陽心心と出会う。ひたむきに夢を追う

彼女に惹かれるが、ある日、帰宅する

心心のあとをつけると…。

『 パンとサーカス  』

 島田雅彦 /著

不正隠蔽の犠牲となった父親の復讐を

果たすため、ＣＩＡエージェントに

なった男は、日・米両政府を巧みに欺

き、日本国民の仇をとる。

図書館へ行こう！図書館へ行こう！

今月のBEST本（３月の貸出回数上位本）

『 奇跡 』 林 真理子／著

男は世界的な写真家、女は梨園の

妻。「不倫」という言葉を寄せつけ

ないほど正しく高潔な二人。林真理

子が描かずにはいられなかった愛の

奇跡の物語。

話題の新着本
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■人の動き　　　　　　　３月末現在
人　口　　３，０６６人（△22人）
　男　　　１，４４８人（△14人）
　女　　　１，６１８人（△８人）
世帯数　　１，５６１戸（△６戸）

　( )は前月比
出生　１人　　死亡　５人
転入　14人  　転出　32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

鷲見　和
な ご み

笑ちゃん 翼さん・めぐみさん 中　和
■お悔やみ申し上げます
  氏　名 　年齢 住　所
中田　尚彰　さん　　40歳　　　　中　和
中振　文夫　さん　　83歳　　　　東　町
佐藤不二夫　さん　　85歳　　　　日ノ出
村岡　茂子　さん　　75歳　　　　三　和
佐藤シケ子　さん　 106歳　　　　日ノ出

和 寒 町
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　村　岡　直　美さん（三和）
▼ふるさとまちづくり応援寄付金（ふるさと納税）
 ３月　　100件　計 137万円
和寒小学校新一年生
▼ランドセルカバー 北星信用金庫様
▼反射マスク 和寒町交通安全協会様
▼防犯イラスト入り定規　他 和寒町防犯協会様
▼クリアファイル 士別地区交通安全協会連合会様
▼かきかたペン、クレヨン他
 和寒町共同募金委員会様
▼防犯ブザー 士別地区防犯協会連合会様
▼ＬＥＤライト、文具等 士別運送株式会社様
▼クーピー 和寒まち興しの会様
▼自由帳 和寒小ＰＴＡ様
▼交通安全ワッペン
 みずほフィナンシャルグループ様
▼ミキサー車消しゴム
 北海道生コンクリート工業組合様
▼安全笛 日本マクドナルド株式会社様
▼夜光反射材ストラップ
 　上川地区交通安全推進協議会様
▼交通安全ストラップ 町内在住　高橋　様
社会福祉協議会
▼10万円　亡長男の葬儀に際し
　　　　　中　田　　　博さん（中和）
▼５万円　亡夫の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　テル子さん（日ノ出）
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　村　岡　直　美さん（三和）
▼５万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　　　忠さん（日ノ出）
芳生苑・健楽苑
▼10万円　亡母の葬儀に際し
　　　　　佐　藤　　　忠さん（日ノ出）
＝寄贈（芳生苑・健楽苑）＝（野菜・タオル他）
▼薄井　豊さん（三笠）
▼顕正寺（北町）

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

３月中交通事故状況 （３月末現在）

発生件数
人 身　 ０件（　　０件）

物 損 　５件（　１７件）

死　　者 ０人（　　０人）

傷　　者 ０人（　　０人）

道内での死者 ２人（　１７人）

（　　）内は令和４年累計

士別警察署かわら版
◎サイバー犯罪の被害防止
１　必要のないサイトにはアクセスしない！
　 　インターネット上には、閲覧者からお金をだ
まし取ろうとするサイトや、本物そっくりに
作られている偽物サイト等、危険なサイトが
たくさんあります。

　 　何も知らずに、危険なサイトにアクセスし
てしまうと・・・

　○ サイトを開いただけで、「登録完了」等と
表示が出て、会費や退会金名目のお金を要
求され、だまし取られる

　○ 本物そっくりに作られた偽サイトを公式サ
イトと見間違えて、ＩＤやパスワードを入
力してしまい、個人情報が盗まれる

　○ インターネットを見ている時にアプリをダ
ウンロードするよう表示されたため、指示
通りにスマホを操作した結果、データが盗
まれる

　 　などの被害に遭うおそれがありますので、
普段閲覧しないサイトには不用意にアクセス
しないよう細心の注意を払いましょう。

２　ログインＩＤ、パスワードの管理徹底を！
　 　昨今、インターネットの急速な普及によ
り、システムにアクセスするためのＩＤやパ
スワードを設定することが必須となってきて
います。

　 　インターネット上で、何の気なく入力して
いるＩＤやパスワードは、置き換えると「家
の鍵」や「金庫の鍵」に例えられます。

　 　みなさんは、家や金庫の鍵はどのように
扱っていますか？

　 　家や金庫には大切な物を保管しているの
で、より頑丈な鍵を設置して、大切に保管し
ていますよね。

　 　ＩＤやパスワードも家の鍵と同じで適切に
管理しなければ、悪意を持った者に簡単にシ
ステムに不正ログインされてしまいます。

　 　悪意を持った者にＩＤやパスワードが不正
に利用され、金銭や情報を盗み取られないよ
うに、次の点に注意してください。

　○ パスワードは、英大文字小文字＋数字＋記
号で 10 桁以上にする

　○ ＩＤから推測されるパスワードにしない
　○ パスワードの使い回しはしない
　○ 他人にＩＤ、パスワード等を見られないよ

うに配意する

　問い合わせは士別警察署まで
　　士別警察署　㈹０１６５－２３－０１１０
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広 報 わっさむ

はじめまして、「ひなと」です。

電車が好きで、お出かけしてる時に、電車をみるとつい嬉しくて笑顔

になっちゃうんだ～。家の中ではあんよの練習中で歩行器で毎日特訓

中だよ。早く歩けるといいなあ～。

これからあったかくなってきて歩いてるのをみかけたら声をかけてね

☆

嵐田　陽
ひな

翔
と

くん　《R3.1.16生まれ》

　三笠　おとうさん　嵐　田　光　明　さん
　　　　おかあさん　　　　　迪　花　さん

農村地区光回線サービス開始予定日が決まりました
　令和２年度から実施しております農村地区の光回線の整備については、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

スの利用開始予定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込を行っていただくことになり

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　　令和４年６月24日（金）

　サービス開始予定日　　令和４年７月５日（火）

　和寒町では、LINE 公式アカウントを開設しました。防災行政無線の一部や災害など緊急時の情報受

信やごみの検索機能などがご利用出来ますのでぜひ友だち登録のうえ、ご活用ください。

和寒町 LINE 公式アカウント をご利用ください

LINE公式アカウント登録（ともだち登録）方法
次のいずれかの方法で登録できます。

　・右のＱＲコードを読み込み、友だち追加してください。

　・LINE アプリ内ホーム画面で「和寒町」と検索し友だち追加してください。

　・和寒町のホームページ（LINE 友だち追加）を選択。

　　（LINE アプリがインストールされている端末でご利用ください）

お問い合せは総務課情報管理係まで

（℡32-2421）
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