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中川町地域おこし協力隊活動記②
地震の被害を最小限に抑えるために
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いそうですがそのアライグマ
を殺処分します︒﹁酷い！﹂

僕は幼い頃から

野生動物が好きで︑

たちにとっては︑宇宙人の侵

と思われるかもしれませんが︑

現在では地域おこ
略を受けているようなもの⁚

学校や仕事など様

し協力隊として︑
⁚︒ただ︑一番の被害者はア

農家の方にとって農業被害は

エゾシカの農業被
ライグマ自身かもしれません︒

々な場所で︑動物

害やヒグマの出没
彼らも好き好んで日本に来た

死活問題ですし︑在来の動物

状況など︑中川町
わけではないのですから⁚⁚︒

を見てきました︒

の動物について勉

被害を減らすためにも︑これ

彼らを処分する時は︑いつ

外来生物のアライグマは︑
も必要な仕事だと思っていま

強中です︒そして︑中川町に

その強い繁殖力と適応力でそ

す︒駆除されるアライグマの

も罪悪感にさいなまれますが︑

の分布をどんどん広げていま

命が無駄にならないような︑

来て初めてアライグマと関わ

す︒その結果︑ニホンザリガ

何らかの手段を探っていきた

在来の動物を守るため︑農業

ニやフクロウといった希少な

いと考える今日この頃です︒

ることになりました︒

動物が食べられたり巣を乗っ
取られるなどして数を減らし
ています︒また︑我々人間に
とって最も切実な問題は︑や
はり農業被害です︒アライグ
マ用の﹁箱わな﹂を借りにい
らっしゃる方がよく役場にお
見えになりますし︑﹁シカよ
りもアライグマの方が大変﹂
という声も聞きます︒役場の

大学生時代︑自

甘いものを摂るといいと教え

ていただきました︒

回は上手く歩くことができま

これから山に入るにあたっ

もりでしたが︑北

せんでしたが︑しっかりとつ

てきたので自然の

海道の山に入った

いて歩けるよう︑普段から体

て︑とても大事なことを学ぶ

ことがなかったの

力づくりをしっかりして︑で

中に入っていくこ

で︑どんな感じな

きる限り山に入っていこうと

ことができたと思います︒今

のかとても楽しみ

思っています︒

ました︒いい体験になりまし

ならないということがわかり

ッシュを準備していなければ

時のために毎回しっかりティ

なり︑初山トイレ︒こういう

山の中でお手洗いに行きたく

ち歩くこと︒お恥ずかしい話︑

りました︒①ティッシュを持

しく学んだことがたくさんあ

今回︑山に入れたことで新

ということがわかりました︒

術者の方が本当にすごいのだ

の森の中で作業をしている技

クを受けました︒そして︑そ

にびっくりし︑とてもショッ

た︒また︑自分の体力のなさ

ていた以上に厳しい環境でし

実際に行ってみると︑想像し

でした︒しかし︑

とは慣れているつ

然環境の勉強をし

松 尾 悠 理

た︒②甘いものを持つこと︒
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箱わなでアライグマを捕まえ

『山仕事デビュー』

途中でバテてしまったときに︑

先日、もりねっとの視察をさせていた
だきました。そこには私が思い描く形が
ありました。
詳しいことは、盛りだくさんになって
しまいますので、またの機会をお楽しみ
に。

片 山 勇 人

たら︑引き取りに行き︑かわ

『NPO法人もりねっと北海道の視察』

『アライグマに出会って』

中川町地域おこし協力隊活動記②

「動植物との出会いの巻」

６月から緑色のシャツを着てイベントに参加している３人組を見かけた方も少なくないと
思います。いろいろな場面で頑張っている地域おこし協力隊の３人の活動を紹介します。

中川町地域おこし協力隊に新しい仲間がきました！
！
町のイベントや地域おこし協力隊の活動で、これから多く見かけると思いますので、
皆さん気軽に声をかけてください。
名 前
年 齢
出身地
特 技
趣 味

小田島森恵

（おだじま

23歳

もりえ）

北海道恵庭

市

絡まってい

るものをほ

探検、料理

どくこと

、体を動か

すこと

中川町の印象は？
自然の色が濃く、豊かだと思います。街もきれいで、自然と溶け込んでいるように感じていま
す。小さな発見が大きな喜びにつながるような感じがしています。
３年後の目標は？
地域おこし協力隊での経験を存分に発揮して、中川町の力になれるように頑張っていたいです。
最後にひとこと！
中川町内をたくさん歩いてまわり、もっと中川町を知りたいです！ もし見かけたらぜひ声を
かけてください。よろしくお願いします。

ハスカップの実収穫祭

佐久神社祭

7月31日に、
「ハスカップ
収穫祭」を開催しました。
あいにくの雨模様にもか
かわらず、多くの方に集
まっていただき、楽しい
イベントになったのでは
ないかと思います。ご協
力いただいた皆さん、参
加者の皆さん、本当にあ
りがとうございました！

地域おこし協力隊として
初めて地域のお祭りに参
加し、ハスカップワイン
を販売しました。皆さん
があたたかく迎えてくだ
さったおかげでこの日は
完売しました！

3人目の任命式

ぽんぴら市

やっと３人そろいまし
た！
！7月30日に小田島さ
んの任命式を行ったあと
に撮影した、初の３人そ
ろっての１枚です。

ここでもハスカップワイ
ンを販売させていただき
ました。広報などで私た
ちを見てくださった方が
多く、たくさん声をかけ
ていただきました。あり
がとうございます！

問い合わせ先

３
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総務課企画財政室 ☎7−2819

地震などの災害は突然起こるものです
いざという時にはあわてず冷静に行動できるよう
日頃から災害時の対処法を
家族でしっかりと話し合いましょう

平常時にできる被害防止策と
二次災害に備えて

山崩れに巻き込まれない
よう、周囲の地形に気を
配り、避難の想定をして
おきましょう。
問い合わせ先

ガスもれや火災を防ぐ
ために、すばやく火を
消しましょう。

総務課企画財政室

棚やタンスの上などに
重たいものを置かない
ようにし、家具は壁や
柱に固定しましょう。

☎7−2819
広報なかがわ
2012. 9月号
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の

幾とせを床の間に在る野球帽青春かけし投手の証し

大輪にひらきし牡丹に雨の日はふうわり帽子の被せられおり

いつどこに置き忘れしやこの帽子見知らぬ人の頭上にあるとは

ねぇ早く帽子を取ってよく見せてようやく会えたあなたの顔を

六月の花の海辺に置いてくる焦げた思いの一つ一つを

綿厚き防空頭巾にもこっそりと刺しゅうなどして十五の私

川岸の木もれ日透す林道にムカシトンボの羽化するを見る

﹁飛鳥﹂にて世界一周する友のルートを今日も地球儀に追う

吉田

山田

古市

藤田

佐竹

小林

河野

鎌田

ケイ

昇

山内ミツヱ

山内

廣

智子

和子

千秋

敏章

淑子

廣

陽子

夫婦善哉

織田作之助

井伏鱒二

三浦哲郎
日はまた昇る

ヘミングウェイ

樅ノ木は残った（全3巻）
山本周五郎

梶井基次郎

遠藤周作
まいにちのおはなし
（全8巻）

そうえん社

日頃のできごとや風景・季節に感じたこ

と思ったことを短歌で一首または︑俳句で

一句詠んでみませんか︒

短歌や俳句に興味をお持ちの方がいらっ

しゃいましたら︑お気軽にご参加ください︒

しおん

俳句紫苑会

連絡先︵どちらも︶
古市和子さん

短歌同好会

☎7・2850

月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の方は︑

年会費500円の購読会員制をご利用

2012. 9月号

ください︒
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お申し込みは︑事務局︵古市和子さん

知ろう！防ごう！自然災害
（全3巻）
佐藤隆雄

☎7・2850︶へお願いします︒

国際関係がよくわかる宗教の本
（全4巻）
岩崎書店

歌︺

もの忘れはげしくなりて﹁デイサービス﹂あっと言うまに一日過ぎる

河野

和子

かんたん！あそべる！おもちゃ
こうさく（全8巻）
小峰書店

︹短

苑に在りて星に祈りを短冊に書くも願うもできぬ人たち

古市

きみも名探偵（全10巻）
偕成社
黙
沈

改版
檸檬

改版
忍ぶ川

改版
山椒魚

改版

句︺

孫集い三日天下の夏休み

アンデルセンどうわ
ハンス・アンデルセン

新着図書

︹俳

遠き日の薄荷の里や蕗茂る

手づくり大好きさんの料理・
お菓子大百科（全5巻）
学 研

まちの 文 芸
公民館図書室

32％

予防の限界

どんなに努力しても︑がん

的に病院などで胃カメラ検査

2012. 9月号

６
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おり︑このアンモニアやピロ

リ菌の出す毒素によって︑胃

ピロリ菌の感染が続くと︑

を完全に予防することは今の

炎や胃かいようを起こします︒

萎縮性胃炎に進む可能性が高

齢に伴い︑がんになる可能性

を体内に取り込ませやすくす

胃炎や胃かいようと診断さ

は高くなるため︑早期発見が

ところできません︒また︑加

れたときは︑ピロリ菌の有無

くなります︒

ルを飲むときに喫煙する組み
合わせなど︶︒

重要です︒

胃炎や胃かいようのある方︑

萎縮性胃炎は︑一度かかる

を受け︑胃の健康状態を確認

特に萎縮性胃炎の方は︑定期

と治りません︒萎縮性胃炎イ

大切です︒

いる場合は︑除菌することが

の確認が必要です︒感染して

る作用があります︵アルコー

︻今月のテーマ︼
胃の健康を守る 胃がんの予防

のに気を付けることが予防に
つながります︒

歳以上の多

ヘリコバクター・
ピロリ菌感染
ピロリ菌は︑

くが感染しているといわれて

することが大切です︒

また︑自覚症状がない場合

コール胃がんになるわけでは

ありませんが︑がんの発生率

は︑胃バリウム検査が有効で

います︒
ピロリ菌は︑強い酸性の胃

がより高いため︑定期的な検

がん検診を行いま

すので︑健康確認

のため︑ぜひ検診

を受診してくださ

い︒

29

◆脂肪が多い食事
脂肪が多い食事をとると︑
消化に時間がかかり︑それだ
けで胃酸分泌量が多くなりま

液から身を守るため︑アルカ

⬇
腸上皮化生

す︒胃酸という強い刺激物が︑

月

10

日に胃・肺・大腸

町では︑

す︒

⬇
胃 が ん

査が必要です︒

細胞の変性が強い状態です。腸のように変化して
胃がんが発生しやすくなります。

リ性のアンモニアをまとって

ピロリ菌が長く住み続けると、胃酸や消化酵素をつ
くる胃の粘膜が傷み、だんだんと薄くなっている状
態です（ここで症状が腸上皮化生に進まない状態
が胃かいようです）。

がん化を促す場合があります︒
◆塩分が濃い飲食物

⬇
萎縮性胃炎

保健だより

その他

塩分が濃いと︑胃粘膜を保

活動期にある胃炎の状態です。粘膜の表面だけが
軽い炎症を起こした状態です。

胃がんは︑がんの中で2番目に死亡率が高いが ん で す ︒
しかし︑近年︑胃がんになる人も死亡者数も減っ て き て お
り︑日常生活の注意や治療などで︑少しずつ予防 が 可 能 に
なってきています︒

3％

☎7−2813

保健師

住民課幸福推進室

問い合わせ先

護する粘液を壊してしまい︑
胃酸による胃粘膜の炎症を起
こします︒
◆喫煙
たばこには発がん性物質が
含まれており︑喫煙により胃
内部にも侵入するため︑胃粘
膜を刺激し︑がん化を促す場
合があります︒

⬇
表層性胃炎

胃がんの要因

酒

ける場所なので︑胃の中に入

ピロリ菌のアンモニアや毒素で胃粘膜に障害が
起こります。

がんは︑細胞が変異を起こ

飲

50

⬇
慢性胃炎

すもので︑要因が多いため予

5％

るもの︑つまり食べ物を選ぶ

◆アルコール

ピロリ菌に感染

防が難しいといわれてきまし

30％

ことが重要です︒

アルコールは︑発がん物質

ピロリ菌は胃の中でも生きられます。

た︒しかし︑生活習慣の中に

たばこ

具体的には︑次のようなも

ピロリ菌感染後の経過

がんを発症させる要因が︑次

運動不足

のようにあることがわかって

30％

きました︒

事
食

胃は飲食物による刺激を受

がんの発生要因とその割合

しあわせ

簡単パンプキンパイ
材料と分量（2人分）
かぼちゃ
約200グラム
バター
約10グラム
牛乳
大さじ3
ギョウザの皮 6〜7枚
揚げ油
適量
（お好みで、砂糖少々）

作り方

揚げずに焼くときは、包んだギョウザの皮の
表面に卵黄を塗って照りを出し、オーブンなど
で焼き色がつくまで焼きます。

①かぼちゃは皮付きのまま電子レンジで約１分加熱し、
ワタと種と皮と取り除く。
②かぼちゃを一口大に切り分け、600ワットの電子レン
ジで約3分加熱する。
③加熱したかぼちゃをボウルに入れ、つぶす。ある程度
つぶれたら、バターを入れ混ぜ込み、その後牛乳を加
えて混ぜ合わせる。
④ギョウザの皮でかぼちゃを包み、開かないように端を
フォークで押さえる。
⑤170度の油できつね色に揚げ、いただく。

エネルギー
塩分

197キロカロリー
0.2グラム
（各1人分）

かぼちゃの食べ過ぎに注意
かぼちゃは、β-カロテン、ビタミンC、E、食物繊維を豊富に含む緑黄色野菜です。また、炭水化物（糖質）
を多く含み、エネルギー源にもなります。1日に摂る目安は、約100グラム（Mサイズの卵約2個分）で、これ
だけで1日に必要なビタミンA、C、Eの約半分を摂ることができます。
しかし、食べ過ぎると糖質やエネルギーを摂り過ぎてしまうことになるので注意が必要です。かぼちゃ200
グラムで茶碗１杯のごはんと同じくらいのカロリーになるので、かぼちゃをたくさん食べるときはごはんの量
を減らすなどの調節をしましょう。
かぼちゃの栄養は、肉や油とともに摂ると吸収がよくなります。天ぷら、炒め物、煮物などはもちろん、サ
ラダや蒸し物にはドレッシングなどをかけるとよいでしょう。
しあわせ

問い合わせ先

７
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住民課幸福推進室

栄養士

☎7−2813

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！

旬の食材で旬レシピ〜

食 育 通 信

丸ごとなら風通しのよい涼しいところで１〜２ヶ月保存できま
す。切ったものは、種やワタをきれいに取り、ラップをかけて冷
蔵庫へ入れると１週間くらい保存できます。また、切り分けて加
熱し、冷えてからラップをして冷凍すると１〜２ヶ月保存できま
す（使う分ごとにラップして冷凍すると便利です）
。

食べること
育つこと

家庭での保存方法

9月の道産野﹁
菜 かぼちゃ﹂

形がよく色むらがないもの、大きさに比べてずっしりと重量感
があるものを選びましょう。また、へたの茎部分が枯れ、ひび割
れているものは完熟している証拠です。切ってあるものは、果肉
が赤みを帯びているものほど甘みがあります。

北海道は︑全国一のかぼちゃの収穫量を誇る生産地です︒
日本で古くから冬至にかぼちゃを食べる習慣があるのは︑長
期保存ができる︑野菜が不足する季節にビタミン類を摂るこ
とができる︑糖質が多くカロリーが高いので体を温める働き
がある︑というように冬の栄養補給食材としてとても大切だ
ったからだといわれています︒
煮物︑揚げ物︑サラダ︑スープ︑炒め物など︑いろいろな
料理に利用ができる野菜です︒

選び方

ランプの見方

ランプがすべて緑色についていれば正常です。
すべて消えているときは、コンセントが入っているか
確認しましょう。
消灯

GE-ONUのコンセント
を入れ直し、光ケーブル
が折れたり切れていない
か確認します。

消灯

コンセントとＬＡＮケー
ブルを入れ直します。

おしらせ君の
お知らせ

だいだい GE-ONUのコンセント
色に点灯 を入れ直します。

保

育

保育時間

平日の、午前8時30分〜午後1時10分
＊預かり保育あります
＊夏、冬、春休みあります

日曜日・祝日を除く月〜土の、
午前8時〜午後4時
＊前後に時間外保育あります

利用年齢

平成18年4月2日
〜平成21年4月1日生まれ

概ね5ヶ月〜就学前まで

中川町に住所のある方

入所基準

給

食

幼 児 セン タ ー 入 所 案 内

間

幼児センターでは年度途中の

23

入所を随時受け付けています︒

◆保育料

平成 年の所得から算定しま

時

す

長

◆申請書類

入所申込書︑同意書︑︵長時

間保育希望の場合は︶保護者

しあわせ

の雇用証明書または就労証明

書︵申請書類は︑住民課幸福

育

推進室・幼児センターにあり

ます︶

＊産前産後︑病気などの場合は︑

保

証明となる書類などの提出が

間

必要となります

しあわせ

時

︻提出・問い合わせ先︼

短

ＧＥ︲ＯＮＵにある4つのランプ

NTT東日本北海道データセンター ☎0120−860−023（通話料無料）

住民課幸福推進室

☎7・2813

幼児センター

分

☎7・2118

どちらでも受け付けています

区

は︑機器の状態を表しています︒

問い合わせ先

ランプの色によっては︑対処が必

GE-ONUのコンセント
がきちんとつながってい
るか確認します。

要なことがありますので︑その方法

消灯

をご紹介します︒

5分ほど待ち、GE-ONU
のコンセントを入れ直し
ます。

左の対処でランプが正常にならな

赤色に
点滅

いときは︑ＮＴＴ東日本北海道デー

消灯

GE-ONUのコンセント
を入れ直し、光ケーブル
が折れたり切れていない
か確認します。

タセンターへ連絡をお願いします︒

5分ほど待ち、GE-ONU
だいだい
のコンセントを入れ直し
色に点滅
ます。

保護者や同居の親族が
①日中、仕事をしている
②産前2ヶ月、産後3ヶ月以内
③病気、けが、障がいを持っている
④同居の親族を常時介護している
⑤家族が災害を受け、復旧にあたっている
＊求職や就学中などの場合はご相談ください

全年齢、完全給食です
広報なかがわ
2012. 9月号

8

ご存じですか？

国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を
受けたとき

・施術料金領収明細書

医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージ
などの施術を受けたとき

・施術料金領収明細書
・医師の同意書

療養の給付が受けられない輸血の生血を使っ
たとき

・医師の輸血証明書
・領収書

医療費を全額自己負担したときに
申請すると療養費を受け取ることができます

・医師の証明書（意見書）
・領収書と明細書

事故や急病で︑やむ を 得 ず 保 険 証 を 持

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの
補装具を作ったとき

たずに受診し医療費を 全 額 自 己 負 担 し た

・領収書
・診療内容の明細書

ときなどには︑﹁療養 費 ﹂ と し て 払 い 戻
しを受けられることが あ り ま す ︒
下表のようなときに は ︑ い っ た ん 医 療
費などの全額を病院な ど に 支 払 っ た 後 に ︑
役場に申請すると︑審 査 で 認 め ら れ た と
きには︑保険適用分の 7 割 相 当 額 ︵ 義 務
教育就学前は8割︑ 歳 以 上 は 9 割 ま た
は7割︶を受け取るこ と が で き ま す ︒
申請には︑印鑑︑世 帯 主 名 義 の 預 金 通
帳または口座番号のほ か ︑ 下 表 の 書 類 な
どが必要です︒
医療費などを支払っ た 日 の 翌 日 か ら 2
年を過ぎると療養費を 受 け 取 る こ と が で
きなくなりますので︑ ご 注 意 く だ さ い ︒
住民課住民サービス室
☎7･2814

事故や急病でやむを得ず保険証を使わないで
診療を受けたとき

海外で、病気やケガで病院などの治療を受けた ・領収書
とき（治療目的での渡航は対象になりません） ・診療の内容がわかる明細書

で︑健康保険の被扶養者となっ

き

②配偶者の勤め先が変わったと

届け出先⁝配偶者の新しい勤務

先

③会社員・公務員などと結婚し

て配偶者の扶養に入ったとき

届け出先⁝配偶者の勤務先

第1号または第2号被保険者

から第3号被保険者に変わり

ます︒

④あなたが厚生年金のある会社

や役所に勤めたとき

第3号被保険者は︑厚生年金

から第2号被保険者に変わり

第1号または第3号被保険者

届け出先⁝勤務先

・共済組合に加入している夫

ます︒

⑤配偶者が退職し厚生年金・共

済組合を脱退したとき

届け出先⁝役場住民課住民サー

第3号から第1号被保険者に

ビス室

り︑支給額が減額される場合も

住民課住民サービス室

︻問い合わせ先︼

変わります︒
◆こんなときは

ありますので︑ご注意ください︒

将来︑年金が支給されなかった

届け出が遅れたり︑怠ると︑

ければ該当しません︒

偶者の勤務先に届け出がされな

︵妻︶に扶養されていても︑配

配偶者の勤務先です

◆届け出先は

はありません︒

ご本人が保険料を納付する必要

として負担する仕組みですから︑

厚生年金や共済組合が制度全体

保険料は︑配偶者が加入する

不要です

◆国民年金保険料の納付は

なります︒

ている場合︑第3号被保険者と

保険者に変わります︒

第2号被保険者から第3号被

届け出先⁝配偶者の勤務先

養に入ったとき

国民年金第3号被保険者と届け出
◆第3号被保険者とは？

歳

厚生年金や共済組合に加入し

ている方に扶養されている

以上 歳未満の妻︵または夫︶

20

届け出をお忘れなく

☎7・2814

2012. 9月号

70

60

①あなたが退職し︑配偶者の扶

広報なかがわ
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申請に必要な書類など
目
項

こくほ

駐 在 所

警察の 相談ダイヤル ＃9110
警察では︑身の回りの出来事で︑生活の安全などに関
する幅広い相談に応じています︒また︑警察業務につい
ての要望や意見も受け付けています︒相談内容によって
は︑他の専門機関を紹介することもありますので︑ぜひ
ご利用ください︒

極左アジトの発見に
ご協力をお願いします
過激派︵極左暴力集団︶は︑社会主義・共産主義革命
を目指し︑平和で自由な民主主義社会を暴力で破壊︑転
覆しようと企てている反社会的な集団です︒
北海道警察では︑道民の皆さんの安全と安心を守るた
め︑これら過激派の壊滅に向けて︑非公然アジトの摘発︑
非公然活動家の発見︑指名手配犯人の検挙に向けて全力
を尽くしています︒
皆さんの身の回りで﹁変だな﹂と思うことがありまし

☎2・1110
☎7・2019
☎8・5071
☎＃9110

たら︑最寄りの警察まで連絡をお願いします︒

︻問い合わせ先︼ 美 深 警 察 署
中川駐在所
佐久駐在所
警察相談電話

谷口丈宜ちゃん

お父さん 充洋さん
お母さん しのぶさん

米寿おめでとう
ございます

こんにちは

赤ちゃん

ま ご 長寿さん

松原花子さん（77歳）

ちの

加藤小巻ちゃん
こ まき

お父さん 昭洋さん
お母さん 知子さん

喜寿おめでとう
ございます

たけ のり

𠮷田ナツさん（88歳）

2012. 9月号

10

広報なかがわ

年に定められました︒以来︑毎年9月9日を﹁救急の日﹂と

ただくとともに︑救急医療関係者の意識の高揚を図ることを

救急業務や救急医療に対して皆さんの理解と認識を深めてい

9月9日は︑9と9で﹁救急の日﹂です︒

９月 ９日 は 救 急 の 日

中川消防支署から

目的に昭和
し︑この日を含む1週間を﹁救急医療週間﹂としています︒
中川町では︑電話で通報してから救急車が現場に到着するまで平均で約
8分間となっています︒近くで誰かが倒れたとき︑救急車が到着するまで
の間にあなたにもできる処置があります︒
この機会に覚えていただき︑地域ぐるみで事故やけが
を軽減していきましょう︒

月14日

食育推進連携委員会
農業委員会総会
議会運営委員会
議会第２回臨時会
議会総務常任委員会

議会・
各種委員会の
開催状況

ありがとう
ございます

社会福祉協議会︑一心苑に寄付

夫︵勲様︶死去に際して

南谷 信子 様

義母︵貞子様︶死去に際して

加藤 秋子 様

離町に際して

氏家 愛子 様

社会福祉協議会︑一心苑に寄贈

季節のものを含めて次の方々

より﹁志﹂

氏家 愛子 様

97

件
30件
火災出動
救急出動

匿名︵7名︶様

様︵ 歳︶

謹んでお悔やみ
申し上げます

中川 田 宮 チ ヨ

2012. 9月号

※呼吸がない場合は③へ
⬇
③胸骨圧迫
（胸の真ん中を両手で押す。以
前でいう心臓マッサージです）
⬇
④救急隊が来るまで胸骨圧迫を続ける
（倒れている方に動きがあれば胸骨圧迫を中止
する）

住宅用火災警報器を
設置していない方は
お早めの設置をお願いします︒

平成24年7月31日現在

※応急処置を本格的に
身につけたいという
方は中川消防支署ま
でご連絡ください。

火災・救急出動件数

月19日
月24日
月31日

57

①反応の確認
（大きい声で呼びかける、肩を
叩くなどで反応を確認する）
⬇
②呼吸の確認
（口や鼻から息が出ているか、
胸の浮き沈みがあるかを確認す
る）

中川消防支署へのご相談︑お問い合わせは☎7・2119番まで

広報なかがわ

11

簡単な心肺蘇生法の手順

7月の入札・見積り合わせ契約結果
工事・業務名

平成24年度
合併処理浄化槽
設置工事

平成24年度
誉32線本線
水道管移設補償工事
2工区

平成24年度
誉32線本線
道路改良工事3工区

平成24年度
誉32線本線
道路改良工事2工区

平成24年度
役場庁舎高圧受電設備
函体改修工事

平成24年度
中川・佐久
浄化センター
ポンプ等分解整備工事

平成24年度
こまどり団地公営住宅
（4号棟）外壁改修工事

平成24年度
南団地特公賃
外部改修工事

入札・見積り合わせ
参加業者
（※落札業者）

入札・見積り合わせ結果
予定価格
（円） 契約金額
（円） 落札率
第1回

※㈱中川水道

3,350,000

㈱佐藤工建

3,380,000

※㈱佐藤工建

10,100,000

㈱中川水道

10,180,000

工事などの概要

3,643,500

3,517,500

7人槽1基
96.5％ 5人槽1基
新設一式

間

着工 平成24年 月13日

竣工 平成24年10月31日

着工 平成24年 月12日

10,867,500

10,605,000

水道管移設
97.6％
延長291．
7m
竣工 平成24年 月28日

※㈱中川阿部建設

35,500,000

㈱佐藤工建

35,610,000

㈱常盤天塩川建設

35,750,000

※吉川組

23,100,000

㈲佐藤組

23,150,000

植村技建㈲

23,180,000

※㈱三和電機

3,000,000

西山坂田電気㈱

3,060,000

㈱電業

3,100,000

※㈱テクノス北海道

3,200,000

㈱データベース

3,260,000

㈱木本動力工業所

3,270,000

※㈲大須賀工務店

13,340,000

天塩川工業㈱

13,400,000

吉川組

13,420,000

㈲佐藤組

失格

※天塩川工業㈱

17,700,000

㈲大須賀工務店

17,800,000

吉川組

17,900,000

㈲佐藤組

17,950,000

着工 平成24年 月12日

38,356,500

37,275,000

97.2％ 工事延長192m
竣工 平成24年11月 日

着工 平成24年 月12日

24,622,500

24,255,000

98.5％ 工事延長116m
竣工 平成24年10月30日

着工 平成24年 月12日

3,360,000

3,150,000

キュービクルボックス
93.8％
改修一式
竣工 平成24年10月31日

着工 平成24年 月12日

3,496,500

3,360,000

原水ポンプ、圧送ポンプ、
96.1％
曝気ブロワ分解整備一式
竣工 平成24年10月31日

着工 平成24年 月27日

14,371,350

14,007,000

97.5％ 1棟8戸外壁改修一式
竣工 平成24年10月31日

着工 平成24年 月27日

19,131,000

18,585,000

1棟6戸外壁、屋根
97.1％
改修一式
竣工 平成24年10月31日

※高組・中川建協・新栄経常建設共同企業体 161,000,000

平成24年度
中川簡易水道施設
整備工事

期

第2回

新谷・荏原経常建設共同企業体 162,900,000
橋本川島・国策機工経常建設共同企業体 163,000,000

着工 平成24年 月31日

173,210,100

169,050,000

97.6％ 中川浄水場前処理施設
増設等一式

竣工 平成25年 月28日

盛永・日星電機経常建設共同企業体 163,500,000
平成24年度
機能強化事業
処理施設設備等
更新工事

※㈱テクノス北海道

94,500,000

㈱木本動力工業所

96,000,000

㈱データベース

97,540,000

着工 平成24年 月31日

102,900,000

99,225,000

中川浄化センター
96.4％
設備等更新一式
竣工 平成25年 月28日

広報なかがわ
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工事・業務名

平成24年度
国府高村線用地測量
委託業務

入札・見積り合わせ
参加業者
（※落札業者）

入札・見積り合わせ結果
予定価格
（円） 契約金額
（円） 落札率
第1回

※かたやま測量（株）

2,860,000

エヌユーコンサルタント㈱

2,880,000

和光技研㈱

2,900,000

工事などの概要

期

間

第2回

問い合わせ先

着手 平成24年 月26日

3,213,000

3,003,000

93.5％ 用地測量L=540m
完了 平成24年10月30日

総務課企画財政室

☎7−2819

吉田美那子 教育委員が
勤続表彰を受賞されました

企業の地域貢献に感謝状

12年間にわたり教育委員として地域と教育の
振興に尽くされたことに対して北海道町村教育
委員会連合会から表彰状が授与されました。

町有地の整備に多大なご支援をくださったこ
とに対して、遠藤工業有限会社に感謝状を贈呈
しました。
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お 知 ら せ

自衛官などを募集します

９月３日〜10月１日

受付期間

日付けで︑橋場享二

民生委員に
橋場享二さんが就任
5月
さんが中央3区の民生委員に
就任されました︒

って︑高額な借金を抱え︑お

北海道財務局

︻問い合わせ・相談予約先︼

多重債務者相談窓口

☎011・807・5144

金融ほっとライン

☎011・807・5145

オートローン︑教育ローンの

き明細︑領収書︑住宅ローン︑

︻問い合わせ先︼

願いします︒

します︒事前に電話予約をお

2012. 9月号

14

広報なかがわ

悩みの方々から相談を受け付

け︑解決方法をご案内してい
ます︒

また︑金融商品やサービス

に関わるご相談︑ヤミ金融︑

法務局が取り扱う登記︑戸

未公開株などの存在の情報︑

このたび︑多重債務と金融

籍︑国籍︑供託︑人権擁護業

民生委員は︑地域福祉の向

サービスの巡回相談を行いま

務などに関する疑問や相談に︑

不正利用口座の情報提供も承

す︒住民の皆さんから寄せら

すので︑一人で悩まずに専門

上のために法律に基づいて厚

れる福祉関係の相談に応じ︑

相談員にお話をお聞かせくだ

﹁全国一斉！法務局休日
相談所﹂を開設します

役場や関係機関が行う調査へ

法務局職員︑人権擁護委員︑

っています︒

の協力を行います︒秘密は固

さい︒

生労働大臣が委嘱する委員で

く守られますので︑お気軽に

司法書士︑土地家屋調査士が
◆日

時

ご相談ください︒

お答えします︒また︑名寄公
日

9月

日

時

9月

時〜午後4時

所

丁目1番

旭川地方法務局名寄支局

◆場

午前

◆日

も承ります︒

書︑公正証書作成などの相談

証役場公証人の協力で︑遺言
所

午前9時〜午後5時
◆場

旭川地方合同庁舎西館1階

第1共用会議室

日までに電話でお願

◆予約受付
9月

午後5時︶

いします︵平日の午前9時〜
︻問い合わせ先︼

︵名寄市西1条南

地5︶

◆その他

ある方は借り入れの資料︶を

旭川地方法務局名寄支局

相談は無料で︑秘密は厳守

11

できる限り用意してください︒

し︑利用代金請求書︑取り引

れに関する資料︵契約書の写

秘密は厳守します︒借り入

◆その他
☎01656・7・2813

一人で悩まずにご相談を
北海道財務局では︑消費者
金融やクレジットの利用によ

10 23

☎01654−2−3921
【問い合わせ先】自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所

14

中川町役場住民課幸福推進室

しあわせ

26

25

10月20日
10月27・28日
11月10・11日

試 験 日

平成25年4月1日現在、
18歳以上24歳未満
平成25年4月1日現在、
18歳以上27歳未満
平成25年4月1日現在、
18歳以上27歳未満

応募資格

看護学生
防衛医科大学校学生
防衛大学校学生
（一般・前期）
受験種目

総務係
☎01654・2・2349

してください︒

○○試験応募書類﹂と朱書き

りの道産食品が当たります︒

と︑抽選で100名にこだわ

道立病院︑道立保健所︑道

◆合格者の採用

この夏はこだわりレストラン

﹁突然︑解雇を言い渡され
立社会福祉施設などに勤務す

採用は︑平成

◆採用選考の内容
た﹂﹁会社が倒産したけど︑
る獣医師︑薬剤師︑保健師︑

を予定しています︒また︑こ

スタンプ台紙は︑スタンプ

北海道庁では保健師
などを募集しています

未払い賃金はどうなるの？﹂
看護︵助産︶師を募集してい

の選考に合格しても︑国家試

ラリーに参加している愛食レ

﹁労働相談ホットライン﹂
をご利用ください

﹁採用のとき提示された労働

ます︒応募書類をご送付くだ

験に不合格の場合や採用時の

ストラン︑道庁︑各︵総合︶
振

豊栄︑留多加など︶︑満州

小企業労働相談所でも相談を

また︑各
︵総合︶
振興局の中

いる方︑または平成

いて︑既に各資格を取得して

れた方で︑すべての職種につ

労働相談ホットライン

験で資格を取得見込みの方

を除きます︶

日まで

◆実施期間

月

れません︒

道ホームページからもダウン

﹁北のめぐみ愛食レストラ

ン﹂を1回利用すると︑スタ

ンプが1個もらえます︒

スタンプを3個集めると応

募できます︵2店舗以上から

日

料理﹂を提供するお店を﹁北

道産食材を使った﹁こだわり

食品政策課販路拡大グループ

北海道農政部食の安全推進局

︻問い合わせ先︼

月

円切手を貼っ

3つ集めてください︶
︒必要事

項を記入し︑

てお送りください︵

のめぐみ愛食レストラン﹂に

☎011・231・4111

消印有効︶
︒

認定しています︒愛食レスト

いただけるように︑これらの

内線27・691

北海道では︑安心・安全な

北のめぐみ愛食レスト
ランスタンプラリーを
開催中です

☎011・204・5243

総括グループ

北海道保健福祉部総務課

ロードできます︶︒

◆参加方法と応募ルール

23

︻問い合わせ・応募先︼

年4月1日

を巡ってみませんか︒

税関では戦後︑海外から引
条件と違っているけど︑どう

さい︒試験の日時や会場は︑

興局で配布しています︵北海

︵瀋陽︑吉林︑撫順︑鞍山
承っています︒

年3月

など︶にあった在外公館︑
日本人自治会に預けられた

☎0120・81・6105

︵ただし︑日本国籍を有しな

日までに予定される国家試

通貨や証券などのうち日本

︵平日の正午〜午後8時︶

条の

に返還されたもの

い方︑地方公務員法第
中小企業労働相談所

上川総合振興局
☎0166・46・5939

返還の請求は︑本人だけで
なく家族の方々でもかまいま

◆提出書類

各号のいずれかに該当する方

せん︒心当たりのある方は︑

︵平日の午前9時〜

自筆履歴書︵写真を貼った

10

ランをより多くの方に知って
または免許などの写し︵資格

スタンプを3つ集め応募する

参加レストランで食事をして︑

ンプラリーを開催しています︒

レストランを対象としたスタ

もの︶︑資格・免許取得証明書

25

教養試験︑面接試験

き揚げて来られた方々からお
したらいいの？﹂というよう

健康診断などで就業が難しい

未返還の保管証券類を
お返ししています

預かりした︑未返還の保管証

と判断されたときには採用さ

薬剤師︑保健師は︑昭和

改めてご連絡します︒

終戦後︑海外から引き揚げ
働相談ホットライン﹂にお電

年4月2日以降に生まれた方︑

◆受験資格

て来られた方々が︑上陸地
話ください︒道内どこからで

看護︵助産︶師︑獣医師は︑

な︑労働条件や解雇などの労

の税関や海運局に預けられ
も通話料は無料です︒お気軽

昭和

働問題でお困りのときは︑﹁労

た通貨や証券
にご相談ください︒

年4月2日以降に生ま

帰国後に樺太︵真岡︑大泊︑

券類をお返ししています︒

52

取得見込みの方は卒業︵見込︶
証明書︶︑採用に関する意向調

31

37

お気軽にお近くの税関にお問

午後5時 分︶
︻問い合わせ先︼

い合わせください︒
︻問い合わせ先︼

北海道経済部労働局
雇用労政課

稚内税関支署
☎0162・33・1075

☎011・204・5354

書
年度○

2012. 9月号

10

31

※封筒の表に﹁平成

広報なかがわ

15

50

25

16

24

30

1日に350グラムの野菜を
町民健診にあわせて、保健推進員の皆さんが１日に食べる野菜のアン
ケート調査を行いました。会場に用意したはかりに載せられた350グ
ラムの野菜の量に皆さん驚きながらも、野菜を食べることの大切さを改
めて感じてもらうことができたようです。

発行

中川町

町 の人口

（7月31日現在）

人

口

）

男

905人（＋12）

女

915人（−

世 帯 数
（

1,820人（＋

）

908戸（＋11）

）は前月末との差を示します。

編集

総務課総務町政室

国

境

地域とともに歩み続
けるエコミュージアム
センター開館10周年を
祝って、佐久ふるさと木
工工芸会が作成したオ
ブジェの除幕式と地域
協力隊「エコール咲く」
調理班の皆さんによる
オリジナルメニューの
試食会が行われました。
佐久老人クラブの皆さんをはじめとする多くの皆さんが集い、これまでの
歩みを振り返りました。

〒098-2892 北海道中川郡中川町字中川337番地 ☎
（01656）7−2811
中川町HPアドレス http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
中川町携帯用サイト http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/i
（NTTドコモの「i-mode公式メニュー」からもごらんになれます。
）

E-mailアドレス nakagawa@hokkai.or.jp

印刷

携帯用サイトアドレスが二次元バーコードで簡単入力可能
（ご使用にあたっては、携帯の取扱説明書をごらんください）

