今日も元気で交通安全
交通安全町民集会
北竜町交通安全の日の前日にあたる７月１４日、交
通安全町民集会が公民館で開催されました。
佐野町長が「ひまわりのシーズンで交通量も増えま
すが、４，０００日、５，０００日を目指していきま
しょう」と挨拶され、板垣交通安全協会長からは「平
成３０年４月１５日で４，０００日になります。みな
さんで一丸となって頑張りましょう」と挨拶を述べら
れました。
続いて、ノースドラゴンが駆け付ける中、堂前智史
きたそらち農協青年部北竜支部長が、力強く交通安全
を決意表明。また会場となった公民館入口には「反応
速度判定機」や「自転車シミュレーター」など、体験
型の交通安全啓発機器も用意され、多数の町民が挑戦
していました。
集会終了後には、
「ジャンボ人の波運動」が実施され、
公民館前から和保育所まで園児、小中学校の児童生徒、
集会参加者、ノースドラゴンら約３００名が沿道に並
び、通行する車輌に交通安全を呼びかけました。

平成２９年度
深川地区消防組合北竜消防演習
平成２９年度深川地区消防組合北竜消防演習が６月
２９日役場駐車場にて開催されました。
オープニングセレモニーとして、纏を手にした法被
姿の和保育所の園児らが防火の誓い・防火の歌を披露。
開会式では加藤団長が「複雑多様化する災害に備え、
消防人の責務を果たしてください」と訓示し、続いて
行われた演習では、一糸乱れぬ足並みの揃った規律訓
練、迅速な消防ポンプ操法、消防車輌による迫力の模
擬火災訓練が披露されました。

藤岡 雍泰さんから
町に１００万円の寄付
和東町町内会の藤岡雍泰さんが７月６日に町長室を
訪れ、
「先日亡くなった姉が、生前よりお世話になっ
た町にお礼がしたいと申しておりました。本日は姉の
代わりに訪れました」と町に１００万円を寄付されま
した。佐野町長が受け取り、町のために大切に使わせ
ていただきますとお礼を述べられました。
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「北竜ひまわりライス」
道北・道東ユーザー訪問
７月３日～５日と３日間にわたり、佐野町長と北清
ＪＡきたそらち北竜地区代表理事や関係職員が、日ご
ろ取引を頂いている浜頓別町や佐呂間町のほか、道東
や十勝の店舗、ＪＡ等８箇所を表敬訪問しました。
訪問先では、今年の天候や現在の稲の生育状況の説
明、また全町あげての安全・安心な米作りの取組が評
価され受賞した、日本農業賞大賞受賞の経緯などの説
明も行い、町長からも「ふるさと納税の返礼品として、
ひまわりライスが全国的に昨年にも増して好評をいた
だいている。今後とも、安全安心でおいしいお米を生
産するので、変わらぬ取引をお願いします」とセール
スしました。

第３１回ひまわりまつり
オープン式開催
第３１回ひまわりまつりのオープン式が７月１５日、
ひまわりの里で行われ、３７日間のひまわりまつりが

写真

スタートました。
オープン式ではこも樽割やテープカット、北竜太鼓
や北竜中学校吹奏楽部の演奏が華をそえました。

写真

写真

前北竜町農業委員
橋本 勝久 氏、川村 功 氏、
西野 利幸 氏に感謝状を贈呈
橋本勝久氏は４期１２年の委員活動の中、平成２６
年からは３年間会長を務められ、その指導力を以て担
い手への集積･集約化等の農地利用の最適化を推進さ
れるとともに農業委員会の円滑な運営にご尽力いただ
きました。
川村功氏は平成２２年から７年間、共済組合推薦委員
として、西野利幸氏は平成２６年から３年間、土地改良
区推薦委員として本町農業の振興発展に貢献されました。 橋本勝久 氏
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佐野町長

西野利幸 氏

川村功 氏

社会を明るくする運動
内閣総理大臣メッセージ
社会を明るくする運動とは、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人達の更生について理解を深め、それぞれの
立場において力をあわせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動であり、北竜町でも６
月３０日に、深川地区保護司会北竜支部 石井支部長
が佐野町長へ内閣総理大臣メッセージの伝達を行いま
した。
佐野町長は、「立ち直ろうと決意した人を孤立させ
ることなく、その再チャレンジを支援する地域社会づ
くりに貢献したい」と宣言し、決意を新たにしました。

ひまわりの里で３００名が
草取りボランティア
６月２１日から２３日の３日間、町民と町内事業所
勤務者など、約３００名がひまわりの里で草取り間引
きのボランティアを行いました。
多くの方のご協力により今年も美しいひまわりが観
光客を迎えることでしょう。

おもてなしの気持ちで
国道２７５号線の草取り
ひまわりの里を訪れる方を綺麗な道路でおもてなし
しようと、７月１２日に北竜建設業協会（佐々木康
宏会長）の会員、札幌開発建設部深川道路事務所職員、
北央道路工業(株)職員、町建設課職員の約３０名が昨
年に引き続き、和十字街から碧水までの草取りのボラ
ティアを行いました。

建青会がボランティア活動
板谷児童遊園地の遊具を再塗装
６月１９日から２１日にかけて、建設業協会青年部
５名が、ボランティア活動で板谷児童遊園地の遊具の
塗装を行いました。
風雪等で錆びついていた遊具がカラフルに再塗装さ
れ、利用する子ども達に、より楽しく遊んでもらえる
ようになりました。
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さっぽろ北竜会
故郷の思い出を語り交流
さっぽろ北竜会（小西秀雄会長）の定期総会・懇親
会が６月２５日に札幌サンプラザで開催され、懇親会
に佐野町長始め各団体長が出席しました。
懇親会では、北清ＪＡきたそらち北竜地区代表理事
の解説のもと、
日本農業賞を受賞した
「ひまわりライス」
の受賞式典の模様をＤＶＤで紹介し、参加者皆で喜び
を分かち合いました。また抽選会などのアトラクショ
ンも催され、最後は全員で手を繋ぎ童謡「ふるさと」
を大合唱するなど賑やかなひとときを過ごしました。

ひまわりすいか寄贈
地元の味覚を堪能しました
ひまわりすいか生産組合が地元の特産品を味わって
もらいたいと、和保育所、真竜小学校、北竜中学校、
永楽園にひまわりすいかの寄贈を行いました。
真竜小学校では６月２３日に児童会役員が代表して
受け取り、翌週の給食で出されたスイカを児童らが美
味しそうに食べていました。

赤ちゃんの愛らしさに
中学生もにっこり
６月２１日、すこやかセンターにて、北竜中学校３
年生を対象に「赤ちゃんふれあい教室」が開催されま
した。
町内の赤ちゃんとそのお母さんにご協力をいただい
て、赤ちゃんを抱っこしたり、あやしたりして赤ちゃ
んとふれあい、また、おもりの入った妊婦疑似体験セ
ットを身に着けて階段の上り下りなども体験し、妊娠
している女性の大変さも感じ取りました。
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山岸 正俊さんが
句集「楢一樹」を出版
７月２日、札幌市「ホテル札
幌ガーデンパレス」において、
平成２９年「道」吟行会と山岸
正俊第一句集「楢一樹」出版記
念祝賀会が、百人超出席のもと
盛大に行われ、北竜町からも２
２名の出席がありました。
■著者略歴
昭和４８年
平成１３年
平成１９年
平成２６年
平成２７年

道俳句会入会 北光星主宰に師事
北光星逝去により源鬼彦主宰に師事
道俳句会扉作家同人
俳人協会会員
道俳句会礫作家同人

空知地区老人クラブ連合会
町対抗ＰＧ北竜大会が開催
７月１３日、ひまわりパークゴルフ場で第１５回空
知地区老人クラブ連合会町対抗ＰＧ北竜大会が開催さ
れました。
当日は晴天の中、空知管内の１４町から男女合わせ
て各８名、総勢１１２名が各町の代表として参加して
競技が行われました。友好と親睦を図りながらも全力
でプレーし、優勝は奈井江町、準優勝は北竜町でした。

農業委員会委員が任命され
農業委員会会長と会長職務代理者が決定しました
７月２０日、新たな農業委員会委員１１人が任命され新任期３年がスタートしました。
同日開催の農業委員会総会において会長と会長職務代理者が選出されました。

会長代理
出口 宜伸 氏

農業委員会長
水谷 茂樹 氏

会
長
会長代理
委
員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
中立委員

水谷
出口
大場
北清
善岡
川本
中村
植松
松田
高田
藤崎

茂樹
宜伸
信一
裕邦
浩樹
和幸
広治
春雄
力
秋光
正雄

－

農政副部会長
農政部会長
農地部会長
〃副部会長
年金部会長
〃副部会長
構成員
構成員
構成員
構成員

【任期：H29.7.20～H32.7.19】
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北空知大会〔７月４～６日〕
■野 球 部

Ｄブロック準優勝
１回戦
２回戦

■バレー部

北竜 ６ー５ 開西
北竜 ０ー１４ 江陵

３位（空知大会出場権を獲得）
予選
北竜・妹背牛 ２－０ 奈井江
１回戦 北竜・妹背牛 ２－０ 江陵
２回戦 北竜・妹背牛 ２－０ 赤平
準決勝 北竜・妹背牛 ０－２ 秩父別
３位４位代表順位決定戦 北竜 ２－１ 沼田

■卓 球 部

男子個人戦

１回戦敗退
２回戦敗退
４回戦敗退

道下 凌
森島朝斗
深瀬世乃（順位決定戦の結果１６位で空知大会出場決定）

女子個人戦

２回戦敗退
３回戦敗退
４回戦敗退

高畑来未 岡嶋はづき
村井伽穂
干場智香（順位決定戦の結果１３位で空知大会出場決定）

女子団体戦

予選敗退 （北竜 ２－３ 啓成、北竜 ３－２ 新十津川）

空知大会〔７月１１日〕
■バレー部

準優勝

２回戦
準決勝
決勝

北竜・妹背牛 ２－１ 岩見沢清園
北竜・妹背牛 ２－１ 雨竜
北竜・妹背牛 １－２ 秩父別

■卓 球 部

男子個人戦
女子個人戦

１回戦敗退
２回戦敗退

深瀬世乃
干場智香

北竜町高齢者運転免許証自主返納サポート事業を行っております
平成２７年４月から６５歳以上の町民が運転免許証を自主返納した場合に３年間有効の、
５０，０００円分( ５００円券×１００枚)のタクシーチケットを支給するサポート事業を
行っています。
■対 象 者

６５歳以上の町民

■申請書類 「運転経歴証明書」と「運転経歴証明書交付手数料の領収書」と「印鑑」
■「運転経歴証明書」とは･･･
① 運転免許証を返納した人が申請できる証明書です。
警察署及び沼田警察庁舎で運
② 運転免許証が失効した場合には、申請できません。
転免許証を自主返納した際に
③ 申請の際には、現有運転免許証・写真
申請してください。後日「運
（縦３㎝・横２．４㎝）と印鑑が必要です。
転経歴証明書」が発行されます。
④「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」と
間違わないようにしてください。
※「運転経歴証明書」は深川

■申請先・問い合わせ先
住民課町民生活係

℡３４－２１１１

申請を希望される方は警察署に行く前に住民課町民生活係にお越しください。
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年第２回臨時会は７

日に招集され、提出され

平成
月

29

年度北竜町一般会計
29

千円を追加し、総額を４，０

・既定予算額に７０，３７１

補正予算（第２号）について

○平成

原案可決

した。

た案件を審議し閉会いたしま

14

０３，３３１千円とする。

利用して、町の負担を少しで

業活性化支援事業の補助金を

始まった。地域・まちなか商

の補助採択を受けて、工事が

商業複合施設がようやく、国

三年間、構想を練ってきた

ーの他に既存の商工会、支え

望の複合施設であり、スーパ

ことで安心している。町民希

は生協で応援して下さるとの

店長教育や品物の販売の指導

のではないかと期待している。

億円で、一

ただ、飲食店などのテナント

観光案内などが併設される。

ース、クリーニングサービス、

のＡＴＭ、コミュニティスペ

も、抑えようと計画してきた。 合いセンター、会議室、農協
国の事業予算が

件当たり３，０００万円とし
件予定した中、
約８，４００万円の補助金が

希望者は無く、少し寂しい感

て、全国で

交付される。希望額より少な

補助金の採択の関係で遅くな

人々を集めてくれると思う。

広く、駐車し易い駐車場は

じだ。

％の方

営者、営業形態は二転三転し
た。
アンケート調査で

ては町民の希望に応えられる

なったと伺った。品数に関し

物を仕入れて、品数が三倍に

ＪＡみねのぶは、生協から品

（藤井雅仁）

プンの日が非常に楽しみだ。

となることを期待する。オー

ンして、末永く愛される施設

が必要と回答した施設。美唄、 ったが、一日でも早くオープ

74

午後２：００から４：００まで

午前１０：００から１２：００まで

15

いが、大いに助かる。店舗経

50

議会広報委員会
Ｎｏ．３１４

佐野町長とのふれあいプロジェクト

８月の町長室開放デーは、７日（月）、２２日（火）です。

皆様お気軽に町長室にお越し下さい。
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「まさか、私だけは…」 なんて思っていませんか？
女性のための検診を受けましょう！ 無料で受けられます♪

レディース検診（子宮がん検診・乳がん検診）のお知らせ
４月に健康づくり推進員を通して申込みを受け付けましたが、まだ定員に達していないため、追加申込み
を受け付けます。この機会にぜひ受けましょう。

■検診日程

８月３０日（水） 受付時間 ８：３０～／１３：３０～１４：００
※子宮がん検診は午前中のみの実施です
※混雑を避けるため、予め受付時間を割り当てさせていただきます。
すこやかセンター

■場所

■検診の対象・内容
検診名

検診対象

検診内容

検診間隔

料金

子宮がん 平成３０年３月３１日時点 問診・子宮頚部細胞診（希望者は卵巣 ２年に１回
検診
で、２０歳以上である女性 超音波検診も受けることができます） ※平成２８年度に
乳がん
検診

問診・マンモグラフィー検査
（Ｘ線撮影）検診を受診されて 無料
平成３０年３月３１日時点
※「がん検診実施のための指針」の一 い る 方 は、 対 象 か
で、４０歳以上である女性
部改正により視触診は実施しません。 ら除外されます。

■締め切り ８月１８日（金）までに住民課保健指導係（℡３４－２１１１）までお電話で申込み下さい。
定員になり次第、申込みを終了させていただきますので、ご了承下さい。

平成３０年度北竜町職員（建築技術職）採用試験
【建築技術職】
１．受 付 期 間
２．第 一 次 試 験 日
３．試 験 会 場
４．募集職種及び人員
５．受 験 資 格

６．試

験

方

法

７．申 込 書 の 請 求 先
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平成２９年８月１日（火）から平成２９年９月１５日（金）まで（必着）
平成２９年１０月２２日（日）
北竜町役場 （雨竜郡北竜町字和１１－１）
建築技術職 １名
高等学校卒業以上の学歴を有し、概ね３０歳以下の者で、１級建築士の資格、
又は２級建築士の資格を有する者、又は平成３０年３月３１日までに資格取得
見込みの者。
※ただし、日本国籍を有しない者、又は地方公務員法第１６条のいずれかに該当
する者は、受験できません。
第１次試験 ・教養試験・作文試験
第２次試験 ・面接試験（第１次試験合格者に対し１１月中旬～下旬実施予定。）
・北竜町役場総務課に 建築技術職希望 と明記の上、請求して下さい。
・郵送による場合は、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（Ａ４版が
入る大きさ）を必ず同封して下さい。
《役場住所》 〒０７８－２５１２
北竜町字和１１番地１ 北竜町役場 総務課
TEL ０１６４－３４－２１１１

容

バス遠足「わくわくエッグ」

ピカピカキッズ
○日

時

8月25日（金）10:00～11:30

場

所

すこやかセンター

内

容

食育「手作りおやつ」

持ち物

エプロン・水分・ハンドタオル

北竜町地域子育て支援センター
℡ ３４ー３６７７
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８月 日は個人事業税
第１期分の納期限です

内

日に発

和保育所 玄関前集合

納税通知書は８月

所

番

送となります。次のような時

場

はお問い合わせください。

8月29日（火）10:00～11:30

当

①納税通知書が届かないとき

時

医 療 機 関 名

②やむを得ず納期限までに一

○日

日

括納付が困難なとき

保育所行事体験「七夕まつり」

③口座振替納税を利用するとき

容

心配ごと相談

内

休
月日

今月の行政相談

和保育所内 支援センター室

問い合わせ先

所

民生委員児童委員・人権擁護

場

毎日の暮らしの中で行政が

8月7日（月）10:00～11:30

空知総合振興局納税課

時

働き方改革推進に
向けての説明会

○日

委員による心配ごと相談を次

分

道内における働き方改革の

実行を推進するため、非正規

労働者の無期転換ルールや改

正育児・介護休業法等に関する

説明会を、北海道庁との共催に

北海道労働局

より道内７か所で開催します。

問い合わせ先

雇用環境・均等部指導課

℡０１１・７０９・２７１５

ホームページ

http://hokkaido-roudoukyok

u.jsite.mhlw.go.jp

ちびっこひろば

行っている年金、道路、河川、

８月

日 火( )
分～３時

30

の日程により開催いたします。 ℡０１２６・２０・００５５

日時

午後１時

場所

老人福祉センター

担当者

民生委員児童委員

伊藤委員・高橋委員

人権擁護委員

板垣委員

30 22

窓口サービス等に対する、不

満や苦情又は要望や意見など

を受付ています。

相談は無料で口頭、電話、

手紙での相談はいつでも受付

ています。

今月の定例相談日

８月 日 火( )
午後１時～３時

場所

老人福祉センター

行政相談委員

長谷川 秀幸

℡３４・２６１１

15

31

医

※診療時間
医療機関名（歯科）は9時～12時

8/6 深川市立病院
（日）℡ 22-1101

あさひ歯科クリニック
℡ 0125-22-0033

8/11 斎藤整形外科医院
（金）℡ 23-3737

押尾歯科医院
℡ 0125-52-2811

深川市立病院

8/13 (担当医・みきた整形外科クリニック 北竜町立歯科診療所
院長 三木田 光） ℡ 34-2656
（日）

℡ 22-1101

8/20 深川市立病院
（日）℡ 22-1101

近藤歯科医院
℡ 35-2538

深川市立病院

8/27 (担当医・町立沼田厚生クリニック 杉村歯科医院
院長 鳥本 勝司） ℡ 0125-24-1354
（日）

℡ 22-1101

9/3 深川市立病院
（日）℡ 22-1101

ぬまくら歯科
℡ 22-5615

■夜間急病テレホンセンター ℡ 22-4100
※急病のため夜間・深夜・土曜日の午後から診療を受ける場合は、
夜間急病テレホンセンターに電話をしてから受診してください。
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地域おこし協力隊員
が着任しました
月１日より北竜町地域お
こし協力隊員として働くこと

降りだしたようなときは、川
から離れ、アンダーパスなど
水の集まりやすい場所に近づ
かないなど、素早く危険を避

北方領土返還署名に
ご協力を
択捉島、国後島、色丹島及
び歯舞群島からなる北方四島

問い合わせ先

国固有の領土であり、北方四

領土になったことがない我が

けてください。

札幌管区気象台天気相談所

島の早期返還実現は、道民の

はいまだかつて一度も外国の

℡０１１・６１１・０１７０

海や川
危険もいっぱい ご用心

区にあり、北海道には北方四

北方領土は、北海道の行政

にしましょう。

ら離れず、目を離さないよう

辺で遊んでいる子供の近くか

●波の力で倒されたり、沖に

島を追われた元島民が数多く

みならず、日本国民の悲願で

建退共制度は、中小企業退

住んでいることから、北方領

流される危険があります。水

職金共済法に基づき、建設現

土返還運動は北海道が原点と

●海水浴場などの指定された

場所で、自分の技量や体力に

応じて泳ぎましょう。遊泳禁

止区域では、どのような危険

があるか分かりません。

●体調不良時や飲酒しての遊

泳は事故の元です。無理をし

たり、お酒を飲んで泳がない

ようにしましょう。

健康相談

あります。

場労働者の福祉の増進と、建

なって全国に推進しています。

すこやかセンター親子自由開放

知っていますか？
建退共制度

設業を営む中小企業の振興を

子育て相談(予約制)

になった方をご紹介します。

局地的大雨から
身を守るために

皆様ひとり一人が北方領土

動にご協力くださいますよう

島の早期返還に向けて署名運

問題を正しく理解し、北方四

目的として設立された退職金
制度です。
加入できる事業主

お願いいたします。
なお、署名用紙は、役場・
観光センター・公民館・ひま
わりパークゴルフ場・サンフ
ラワーパークに備えてありま
すので、目にとまりましたら
署名くださいますようお願い
いたします。

子宮･乳がん検診

夏になると発達した積乱雲
が現れ、短時間で狭い地域に
な雨が降ることがあります。

建設業を営む方

バケツをひっくり返したよう
このような雨を「局地的大

対象となる労働者

共済機構北海道支部

独立行政法人勤労者退職金

問い合わせ先

日額３１０円

掛金

建設業の現場で働く人

雨」といい、川で急激に水か
さが増えるなど、あっという
間に危険な状態になる場合が
あります。
特に、雷注意報が出ている
ときは空の様子に気をつけて、
真っ黒い雲が近づいて急にあ

℡ ０１１・２６１・６１８６

検診結果相談会

功さん

ほしば

いさお

干場

たりが暗くなったり、雷が鳴

平成２９年８月号
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すこやかセンター

30日(水) 8:30～11:00

すこやかセンター
碧水地域支え合いセンター

23日(水) 10:00～11:00
13:00～14:00

すこやかセンター

21日(月) 10:00～16:00

すこやかセンター

10日(木) 10:00～13:00

すこやかセンター

10:00～15:00

7日(月)

すこやかセンター
碧水生きがいセンター
美葉牛研修センター
10:00～15:00
10:00～15:00
10:00～13:00
2日(水)
3日(木)
4日(金)

地域おこし協力隊員
認知症地域支援推進員

ったり、大粒の雨やひょうが

８月の保健行事

7

はつらつキッズクッキング

もしも、国民年金保険料の支払いが困難な時は
保険料免除・納付猶予制度を!!
国民年金保険料を納付することが困難なとき、ご本人、配偶者、世帯主、各々の前年の所得が基準以下の
場合、申請して認められれば保険料の全額、または一部が免除となる「保険料免除制度」「一部納付（免除）
制度」、５０歳未満の方は「若年者納付猶予制度（※）」などがあります。期間は申請した年度の７月から翌
年の６月分までです。（※ 平成２８年７月より対象者が３０歳未満から５０歳未満に拡大されました。た
だし、平成２８年６月以前の期間は引き続き３０歳未満であった期間が納付猶予制度の対象となります。）
申請には、年金手帳、印鑑などが必要です。また、失業等による申請の場合は離職票などの諸書類が必要
な場合もありますので、ご相談ください。

■問い合わせ先

砂川年金事務所
住民課戸籍年金係

℡０１２５－５２－２１４１
℡３４－２１１１

ポピー燃ゆ身をもて余す消防車

何残し何を捨てよか蝉の殻

八方にベンチの欲しき白牡丹

我が影は虹の真ん中「楢一樹」

青田風村は文化の進化あり

万葉や老いの活力目覚めさせ

夏草や墓に彫られる文字の跡

大雪の連峰涼し一日かな

北竜町の事件・事故の発生状況
（6月末現在）

犯罪の発生件数
事務所 倉庫
荒らし 荒らし

車上 軽油
その他
狙い 灯油盗

合計

平成29年

０

０

０

０

０

０

平成28年

０

０

０

０

３

３

交通事故の発生件数
山本玲子

阿部れい子

吉尾広子

山岸正俊

山下好晴

佐光久美子

杉本隆文

高田紀子

人 身 事 故

物 損 事 故

町民が町外で
第１当事者となった
人身事故件数

平成29年

０

平成29年

15

平成29年

０

平成28年

２

平成28年

34

平成28年

１
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北竜町無火災期間（平成２９年７月２０日現在）
第１分団区域
５３９日間
第２分団区域
３０７日間
平成２９年深川地区消防組合管内火災発生件数
11件
内訳 北 竜 ０件
深 川 ８件
秩父別 ０件
妹背牛 １件
沼 田 ２件
幌加内 ０件

正しく使って楽しい
花火遊びをしょう！
夏の風物詩といえば「花火」を

さて、皆さんのご家庭でもこの

向けて悪ふざけをして遊ぶことは

思い浮かべる方も多いのではない

夏、自宅前などで花火遊びをする

大変危険なのでやめましょう。途

でしょうか。

ことが多いのではないでしょうか。 中で消えた花火は再燃焼するおそ

ところで皆さんは、花火の発祥

子供たちにとって家族や友達と花

れがありますので絶対に筒を覗い

についてご存知ですか？中国で、

火遊びをすることは大変楽しいこ

てはいけません。

煙を立ち上げ遠く離れた場所に情

とだと思います。しかし、この楽

遊び終わった花火は水バケツに

報を伝達する手段として使用され

しい花火も取り扱いをあやまると

つけて完全に消えたのを確認しま

ていた狼煙（のろし）が発祥のルー

事故やケガの原因となりますので

しょう。住宅街では近所迷惑になら

ツとされています。その後、観賞用

取り扱い方法や注意書きをよく読

ないように、騒いだり夜遅くまで遊

の花火が14世紀にイタリアのフィ

んでルールを守らなければなりま

ばないように気をつけてください。

レンツェで始まり、ヨーロッパの

せん。

最後になりますが、花火遊びは

人々の手によって世界中に広まっ

最初に、花火で遊ぶときは近くに

子供だけで遊ばせるのではなく大

ていきました。日本では、17世紀に

枯草など燃えやすい物がなく広い

人と一緒に遊び、正しい使い方や

イギリス国王の使いが持ってきた

場所を選ぶようにしましょう。ま

遊び方を教え、楽しい思い出を作っ

花火を徳川家康が見たとの記録が

た、風の強い日は火の粉が遠くまで

ていただければと思います。
（谷川）

残っているそうです。

飛び火するおそれがありますので、

また、打ち上げ花火は鑑賞の他

十分注意する必要があります。

に、鎮魂（たましずめ）といい、

次にマッチやライターで直接花

魂を落ち着かせ鎮める意味もある

火に火をつけると、火花で火傷す

ため、お盆と重なる夏に多くの花

るおそれがありますので、線香や

火大会が日本各地で開催されるよ

ロウソクなどを使用するようにし

うになりました。今年は8月2日に町

てください。

内で開町125周年記念花火大会が開

打ち上げ花火を手に持ったり、

催されます。今から楽しみのひと

手持ち花火を数本まとめて遊ぶこ

つではないでしょうか。

とや、花火を振り回したり、人に

防火教室を開催しませんか？
北竜消防では、町内会や各事業所、各種団体からのご要望に
より防火教室を随時開催します。消火訓練やＡＥＤの使用方法
を含めた救命講習なども応じますので、お気軽にご連絡ください。
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平成２９年８月号

Ｎｏ．２２８

暑さ警報！
かのような暑さでした。暑さ

がまるで九州の隣に移動した
はあるので更に快適になって

りほとんどの家庭にエアコン

は九州だと簾や葦簀を使うよ

います。冷房を使っていると

ら、窓を開けたりする方々が

必要です。でも暑いもんだか

くなるにはそれなりの時間が

暑かったりしますよね。涼し

に慣れていない道産子達の熱
います。

きには窓を開けると無駄にな

かけて使います。まあ現在で

中症を心配しました。北海道
（統計ではエアコンの普及率

りますよ。商業施設などでは

７月は急に熱くなり北海道

はエアコン普及率が断トツに

％です。東北

％前後です。北海道

と降り注ぐ太陽エネルギーを

晴れの日は南側の窓から燦々

日様の威力を甘く見ており、

ませんね。冬も暖房として使

は北海道でもあるのかもしれ

らです。都市部や新しい家に

ました。予想より多かったか

分）を多く含んだものがお薦

汗をかいたならミネラル（塩

な水分でもよいですが、沢山

分補給が必要です。どのよう

どうしても汗をかいたら水

注意するくらいです。

冷房中はドアの開閉も厳しく

は全国平均で
以南は

低く暑さへの備えが乏しい地
域です。また厳しい暑さが長

％と見て驚き

室内に貯めて「暑い。暑い」

えますしね。でも北竜町では

めですね。汗はしょっぱいで

％です。

と唸っています。冬ならそれ

どのくらいの普及率でしょう

は

も良いかもしれませんが、夏

いでいました。スダレやヨシ

風を通すようにして暑さを凌

遮りそのため部屋は薄暗く、

（ よ し ず ） を 使 い、 日 の 光 を

頃の夏は簾（すだれ）や葦簀

僕は九州出身ですが、子供の

発症し命取りになりますよ。

内の温度が上昇し、熱中症を

利用し日差しを遮らないと室

よね。

同じ程度なので、不公平です

の夏の暑さは北海道と九州は

差といえばそうですが、今年

でも大丈夫ですよね。地域の

していますので室内では薄着

います。北海道は暖房が充実

ぶるぶる震えながら生活して

さなストーブやこたつだけで

まあ冬を考えると九州は小

が変化してきています。暑さ

たヤツです。地球規模で天候

今年の九州の水害をもたらし

新しい言葉も出てきています。

ています。線状降水帯なんて

な降り方が一般的になってき

雨の降り方もゲリラ豪雨的

使い、ヨシズは縦編みで立て

とスダレは横編みで吊るして

なもので、わかりやすく言う

た昔ながらのカーテンみたい

場所でも使用開始直後はまだ

ありました。エアコンがある

ない道民の勘違いがもう一つ

そうそう、暑さに慣れてい

い。

高を括らずに用心してくださ

あるでしょう。いつもの夏と

ことのない展開を示すことが

もこれまで北海道が経験した

が大切です。

ミネラルも失われるので補給

ズ、わかります？葦で作られ

しょう。体の塩分やその他の

かね？）

くは続かない北海道では、お

86

25

90

にはカーテンやブラインドを

25

ほう
けい
あつ

浦本幸彦
診療所長

北竜町立診療所

午後休診日のお知らせ

８月２日(水)、２３日(水)は、午後２時より浦本先生が深川市において介護認
定審査会に出席のため、
午後より休診となります。
午前中は診察を行っています。
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北竜町教育委員会
ひまわり大学６月講座を開催

絵本作家 本田哲也さん講演会を開催

６月１５日、札幌市の一般社団法人終活支援セン
ターより鈴木全明氏を講師に迎え『「終活」～人生の
終焉に向けての活動』と題して、社会現象ともなって
いる「終活」についての講演を行っていただきました。
講演では、周囲に迷惑をかけずに人生を終わるた
めの準備活動が「終活」であるといった初歩的なこ
とから、身じまい・家じまい・墓じまい等の断捨離
の重要性や、相続、更には自分葬や散骨といった葬
儀に関する内容も学び、誰もが抱える身近な問題に、
参加した学生たちも終始共感を覚えていました。

子どもと高齢者のふれあい事業
「食育体験 パンづくり」を開催
６月２４日、食農工房パルムにて児童１９名とふ
れあい推進委員さん１２名の参加のもと、当事業初
の試みとなる、パンづくり体験会を実施しました。
講師の美葉牛町内会の水谷恵さんをはじめ、鵜飼
喜美子さんと地域おこし協力隊員の豊田美恵さんに
もお手伝いいただき、ひまわりナッツ等の町内産食
材を使ったパンを３種類製作。また加工グループ「ふ
みの会」が行っていた笹団子づくりにも体験参加し、
終了後は皆でパンや笹団子を美味しく頂きました。

例年実施している図書館イベント「絵本作家講演
会」を６月２３日に開催し、町外からも含め２３名
が参加しました。
今年度は、絵本作家で自然や動物たちの世界を描
き続ける画家でもある、本田哲也さんをお招きし、
おはなし会とお絵かき教室を実施。おはなし会では、
動物の世界の講話に真剣に耳を傾け、お絵かき教室
では、絵を描きながら出題されるクイズに、子どもた
ちもこぞって答えるなど楽しい時間を過ごしました。

教育長杯 パークゴルフ大会を開催
第２２回教育長杯パークゴルフ大会が６月４日に
開催され、６２名が参加しました。団体戦では今年
も商工、農業、役場の青年部層が白熱した戦いを繰
り広げ、会員の指導も仰ぎながら、笑顔でパークゴ
ルフを楽しみました。
個人の部優勝
男子 山田 和昭
女子 川島 景子
団体の部優勝
農協青年部（堂前 智史、大場 淳、加藤 亮）

生涯学習カレンダー
月 日

図書館から新刊のお知らせ
・皇居警察
・掟上今日子の裏表紙

久能
西尾

靖
維新

他多数の新刊が入りましたのでお知らせします。

公民館・改善センター
図書館・郷土資料館の休館日
8月7・14・21・28／9月4日（毎週月曜日）

図書館・郷土資料館の開館時間
火～土曜日 9:00～18:00 日曜日 9:00～17:00
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平成２９年８月号

行
事
名
場
所
時 間
子どもと高齢者のふれあい事業
公民館
10:00～
工作教室
8/3（木）
B＆G海洋センター 13:00～
初心者水泳教室
中級者水泳教室
B＆G海洋センター 14:30～
8/4（金）水中レクリエーション大会
B＆G海洋センター 9:30～
8/7（月）和保育所七夕まつり
和保育所
B&G海洋レクリエーション体験
滝川市
11:45～
8/8（火）
子ども会リーダーキャンプ（～９日）
砂川市
8/10（木）第12回全道ひまわりPG大会
ひまわりPG場 8:15～
8/17（木）ひまわり大学講演会
公民館
10:00～
8/18（金）北竜盆踊り
観光センター 18:00～
8/20（日）北竜町夢食堂杯PG大会
ひまわりPG場 8:15～
8/21（月）小中学校始業式
小中体育館
真小グラウンド 11:00～
8/27（日）第64回北竜町町民体育大会

ゆうせい

年

月

日生まれ
７

裕人 さん
雅子 さん

月
７

加藤

さ や

年
22

亮
さん
光代 さん

日生まれ

加藤 沙耶 ちゃん
平成

父
母

古作

鎌田

松本

瑞恵

浩章

さん

さん

■ご結婚おめでとう

芦別市

竹林

ちかい

■お誕生おめでとう
岩村

慈依 ちゃん
（ 月 日）

義晃さん・恵さん

坪井 輝子 氏

（

松浦 啓子 氏

（

福嶋 トミ 氏

歳

■お悔やみ申し上げます
和本町

碧水

美葉牛

（

月

日）

日）

歳

月

日）

歳

月

生前のお礼として

和本町

松浦

福嶋

敏弘 様

幸一 様

社会福祉協議会へ

碧水

一ノ瀬 重光 様

幸一 様

一ノ瀬 重光 様

福嶋

和東町

身障会へ

和本町

寄付

永楽園へ

和東町

（外国人含）

坂巻 優成 くん
平成

父 坂巻
母

28

姉 ち ゃ ん、 兄 ち ゃ ん と 仲 良
く元気に育ってね！

世帯数 ８５０世帯(±０)
人口 １, ９３０人(－７)
男
９２２人(－３)
女 １, ００８人(－４)
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℡ 0164-34-2111
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７

一 歳 の 誕 生 日 は、 一 生 餅 を
背負って嬉しそうにしてい
ました。

歳

5

９ 99

日）

７月１日現在（前月比）

16

90

19

59

20

96

月

和東町 一ノ瀬 ハルノ 氏
（

まちの動き

６

６

６

７

７
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