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9月14日 中央小運動会

2017年から販売を開始

誉そばのおいしさの秘訣︑お

に︑そば作りにかける想いや︑

ている中一産業の加藤貢さん

町の新名物﹃誉そば﹄を作っ

お土産としても大人気の中川

し︑町内の飲食店だけでなく︑

この仕事についた
きっかけは？
離農する農家の増加に伴い︑
中川の農地が荒れてしまって
いる状況を見かねて︑それら
できる作物として︑そばの栽

の農地を使って少人数で生産

特に意識していることは？

発芽そば粉を使っているこ

継承し︑その後は︑現在は外

2年後には跡継ぎに事業を

5年後の展望や目標は？

とです︒発芽そば粉は︑収穫

部の工場で行っているそばの

誉そばのおいしさの秘訣は？

したそばの実を 度のお湯に

仕事以外の活動で

メッセージをお願いします
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注力していることは？

業務の効率化︑作業工程の

改善など︑仕事のことを考え

るのが好きなので︑休みの時

にもつい考えてしまいます︒

また︑体調が悪いときは︑

スマホで専門の病院を調べて︑

どんなに遠くでも自分の車で

行ってしまいますね︒先日は

群馬県まで行って︑病気を治

してきました︵笑︶︒

麺の製造まで︑すべてを自社

皆さん︑おいしい発芽そば

町民の皆さんへ

で行い︑販売できるようにし

時間つけて︑発芽させて作
ります︒発芽そば粉は︑たん

を︑ぜひ食べてください

ていきたいと考えています︒

おいしいです︒

てもしょっぱくしてもとても

そばようかんです︒甘くし

教えてください

おすすめの食べ方を

強くとてもおいしくなります︒

ば粉で打ったそばは︑甘みが

体に良いだけでなく︑そのそ

ぱく質やルチンの量が増加し︑

36

すすめの食べ方などを伺いま
した︒

仕事内容を教えてください
そばの生産です︒作付けか
ら収穫︑乾燥︑選別まで行い︑
そばの実と発芽そば粉の販売
をしています︒

貢 さん
有限会社 中一産業 社長
11月5日生まれ

培を始めました︒

仕事の中で

加藤

みんなが健康で︑毎日︑無
理なく作業し続けられること
です︒

！！

16

とう

みつぐ
か

ナカ
ガワ
の人

9月 日︵土︶に︑中川中学校で第 回学

校祭が行われました︒

コロナ感染症予防のため︑様々な制限が

もうけられた中での開催ではありましたが︑

生徒たちは︑吹奏楽︑演劇︑合唱でこれま

での練習の成果を発揮し︑すばらしい発表

を行うことができました︒

18

74

吹奏楽部の演奏
感染症防止のフェイスシール
ドを付けて頑張りました。

階段装飾
学校祭に向けて、装飾係が時間
をかけて制作した力作です。

演劇『ふるさと』キャスト、バック絵兼コーラスに分かれて、中中生23人全員で創り上げました。

合

唱

『北の国から』を歌い、
一つ一つの音に「LOVE」
を込めてお客さんに届け
ました。

３
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斎藤茂吉記念 第
◆一般の部
︿最優秀賞・茂吉記念賞﹀

旭川市立東明中学校二年

下川町立下川中学校三年

推し生誕絵文字で放つクラッカー画面の向こうでキミが笑った

合唱祭上級生の歌声に動いた心動かぬ体

◆高校生の部
︿最優秀賞・志文内賞﹀

北海道津別高等学校二年

たかしくんスイカを六個買いました値より気になる運搬方法

︿優秀賞﹀

また来たと声は豪雨と混ざり合いシロツメクサは雨水を受ける

稜太

勝元 麻雪

小玉

渡部 悠太

川 岸 楓奈

樋川 結稀

今野 沙羅

北海道士別東高等学校二年 胡摩崎 暖

反抗期全くしゃべらず父と娘猫が繋いだ話すきっかけ

北海道池田高等学校二年

空に咲く花を見ている君の手に触れた私のうるさい心臓

北海道弟子屈高等学校三年

黄金の光に伸びるひまわりは忘れないでとたねの声する

うすばかげろう

北海道夕張高等学校三年

マラソンを走り終わってしばらくはふわりと飛んだ薄羽蜉蝣

聖ウルスラ学院英智高等学校二年 横溝麻志穂

︵敬称略︶
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回中川町短歌フェスティバル 入賞作品発表

札幌市 住吉和歌子

哲

明日香

札幌市 伊藤

旭川市 柊

凛

玄

荻原

楓

森口 栞奈

鈴木

横道

松田 早苗

紋別市 古屋かつみ

茨城県つくば市

山口県光市立光井小学校五年

美深町立美深中学校二年

毎年の祖父との海はもう来ないもう行ったのだ届かぬ場所へ

旭川市立豊岡小学校四年

かき氷おいしくいちご使ったらおいしくなっていくかき氷

旭川市立豊岡小学校四年

友達と海に行ったよゆうやけがぼやけてばえる青色の海に

︿優秀賞﹀

つり糸の先の真サバは空中に尾ひれで円書き舟に乗りこむ

︿最優秀賞・志文内賞﹀

◆小中学生の部

遠ざかるものは歩いてゐるわたし裳裾広げて冨士は待つなり

舟形の月は光の手をのばし流氷群を曵き連れてゆく

自ずから四股名を﹁テルの山﹂と付け母は施設の相撲に挑む

たば風が江差の海へ吠ゆるころ日に日に募る母の望郷

︿優秀賞﹀

絹豆腐みたいに白くなめらかな君の正義の危うい強度

28

多くの応募作品の中から︑町内応募者の作品も受賞されました︒

菊地 玲花

ここでは︑受賞された皆さんからいただいたコメントをお伝えします︒

◆小中学生の部
︿佳作﹀

中川町立中央小学校四年

ピアノを習っている友達が︑小学校の
音楽室でピアノを弾いていたのを聴いて︑
きれいな音色だなあと思ったので︑この
短歌を作りました︒

バケツ稲づくり

稲を収穫しよう！

名が︑バケツ稲の稲刈りを行いました︒

月7日︑気持ちの良い秋晴れの中︑幼児センターの３歳児から５
歳児の

派に成長しました︒

です︒

れている餅つきで使用する予定

収穫したもち米は︑例年行わ

と話しながら稲を刈ってました︒

てる﹂︑﹁刈るのが楽しい﹂など

ちは︑﹁緑だった稲が茶色くなっ

のはさみで行いました︒園児た

稲刈りは︑鎌を使わず園児用

この稲は︑園児たちが５月に田植えを行ったもので︑小さな苗が立

26

ピアノの音ポロロンポロンなんかいもこころにそまるきれいな音色

︿佳作﹀
いのち

早春の日差しが窓をつきやぶる教室中に生命あふれる
髙橋 美優
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中川町立中川中学校二年

春になって太陽の日差しが教室中にあ
ふれており︑新学期になり友達が入って
きて︑教室が明るくにぎやかになった様
いのち
子を﹁生命﹂と表しました︒
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番の日

119

火災・救急出動状況
令和3年9月30日現在

火災件数
救急件数

中川消防支署からのお知らせ！

月9 日は

番通報のポイント

①慌てず︑落ち着いて局番なしの119番

②火災・救急・救助なのかを伝える

③発生場所︑どういう状態か伝える

︵住所や発生場所がわからない時は周囲の目立つ建
物や目標物を伝える︶

④消防職員の問いかけに正確に答える

消火訓練装置﹁ケスヨ﹂について

上 川 北 部 幼 少 年 女性防火委員会では︑一般財 団 法 人 自

治 総 合 セ ン タ ー の コミュニティ事業により︑消 火 訓 練 装

置 ﹁ ケ ス ヨ ﹂ の 整 備を行いました︒この事業は ︑ 同 セ ン

ターが地域住民のコ ミ ュ ニ テ

ィ活動を促進し︑そ の 健 全 な

発展を図る目的に行 わ れ て い

ます︒今回の備品整 備 に よ り ︑

イベント等で︑女性 防 火 ク ラ

ブの防火指導に﹁ケスヨ﹂を

活用することで︑地 域 住 民

に対しても防火思想 の

高揚も見込まれます ︒

消防団員を募集しております︒お問い合わせは☎7・2119番

119
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１件
50件

JR宗谷本線を利用してカードを集めよう！
名寄駅を含む7つの駅で「宗谷線ステーションカード」を配布します
宗谷本線活性化推進協議会（事務局：名寄市総合政策部総合政策課）では、鉄道利用促進のため
「宗谷線ステーションカード」を作成しました。11月１日（月）より配布しますので、JRを利用して
集めてみてはいかがでしょうか。

◆どこで？
名寄駅を含む宗谷本線の7つの有人駅（旭川駅、南稚内駅では配布しません）

◆もらう方法は？
配布している駅で宗谷本線区間を含むきっぷを買い、窓口の駅員さんに「ステーションカードくださ
い！」と伝えてください。（配布は窓口営業時間のみ）

◆何種類あるの？
宗谷本線沿線各市町村1駅ずつ、全12種類あります（各カード250枚限定）

◆お金はかかるの？

内

富

幌延駅

稚

豊

延

音威子府駅

幌

美深駅

天塩中川

深

寄
名寄駅

美

名

別

淵

士別駅

士

剣

寒

布

川

永山駅

和

比

旭

配布場所

音威子府

きっぷ１枚（１組）購入につき１枚を無料で差し上げます
◇入手条件は配布場所となっている駅で次の3つの条件を満たしたきっぷを買うこと
条件① 宗谷線区間を含む
条件② 当日に購入、または発券
条件③ 購入者本人が使用できる
※問合せ先 宗谷本線活性化推進協議会（名寄市総合政策部総合政策課）☎01654−3−2111（内線3312）

カード種類

稚内駅
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名寄地区広域消費生活センター情報

無料のアダルトサイトに登録、料金を請求された！
事

例

スマホでアダルトサイトが「無料」と表示され興味があり
クリックした。「18歳以上」をクリックした後に年齢を入力
したら、有料登録になり13万5千円の料金請求画面が表示さ
れた。「退会の手続き」の画面があったので、自宅の固定電
話から連絡をし、有料だとは思っていなかったことを伝えた
ところ、「申し込んでしまったのでキャンセルはできない。
明日の14時までに支払わないと料金が25万円になる」と言
われた。
（高校生）

アドバイス
無料だと思ってアダルトサイトを閲覧し、動画再生ボタンなどをクリックしたら、突然、「登録完
了」などの画面が現れ料金を請求されたという相談が後を絶ちません。「無料」のキーワードでサ
イト検索をしても無料サイトとは限りません。安易にクリックしないようにしましょう。
「退会はこちら」「誤操作の方はこちら」等の案内があっても、決して連絡してはいけません。支
払いをさらに求められたり、個人情報を聞き出されたりする危険があります。
事業者にお金を支払ってしまうと、取り戻すことは困難です。慌てて支払わないようにしましょう。
困ったときは、消費生活センターか警察相談ダイヤル（＃9110）に相談してください。＃9110に
掛けると24時間対応、匿名で相談する事が可能です。
●問い合わせ先

名寄地区広域消費生活センター
☎・FAX 01654−2−3575

【担当】
宇都・齋藤

戸建て木造住宅の無料耐震診断を実施しています
地震による住宅の倒壊被害を未然に防止するため、戸建て木造住宅の無料耐震診断を実施し
ています。

■対象住宅
・２階建て以下で延べ床面積が500㎡以下の木造建て住宅
・申請者が当該戸建て住宅を所有又は居住していること
・昭和56年５月31日以前の建築基準法に基づいて建設された住宅

■診断方法
・財団法人日本建築防災協会の診断ソフト（一般診断法）を使用します。
・現地調査は行いません。住宅の状況については図面と申請者からの申告により判断します。

■耐震診断及び耐震相談窓口
・環境整備課（役場１階）では、無料耐震診断又は建物の耐震化について相談窓口を開設し
ています。お気軽にご相談ください。
問い合わせ先
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環境整備課環境整備室

☎7−2815

萌
北 野

会がない方にも︑広報を通し
て協力隊がどのような活動を
しているのか知ってもらい︑
繋がりを持つことができたこ
と︑とても感謝しています︒
これまでの三年間を振り返
ると︑かけがえのない大切な
人達と出会い︑日々自分の未
熟さを痛感しながら数えきれ
ないほどたくさん助けていた
だき︑一人では成し得ること
のできなかったことばかりで
埋め尽くされていて︑お世話
になった方々には感謝の念に
堪えません︒この場をお借り
してお礼を言わせていただき
ます︒本当に︑三年間ありが
とうございました︒もともと
知らない場所を訪れて回るの
が好きな私ですが︑中川町も
また私の中で欠かすことので
きない︑大切な場所になりま
した︒
協力隊卒業後は地域開発振
興公社に勤務しながら︑アロ
マ関連の事業も続けていくこ
とになりました︒また新たな
場所で中川町産精油の可能性
を模索しながら︑引き続き中
川町の皆様にはお世話になる
ことになります︒どうぞよろ
しくお願いいたします︒

『This is RAWWOOD Vol.8』
福 田 隼 人

中川町の皆様︑こんにちは︒
髭の福田です︒デザインと木
材加工の分野にいた私ですが︑
素材の事をもっと深く理解し
て製作活動に活かしたいと︑
中川町に移住してちょうど2
年が経ちました︒家具デザイ
ンや空間造形をしていた時代
の私は多種の素材を使用して
いたので︑木は石やガラスの
ように使用する素材の一つに
すぎませんでした︒かつて︑
欧州で活動していた時期の終
盤では制作活動や自身のキャ
リアの壁にぶつかっていまし
た︒創造や表現に足りないも
のを得るために︑使用する素
材を木に決めた私は日本に戻
って木工を学ぶため︑十代の
若者に混ざり︑おじさんが慣
れない手つきで毎日木材を加
工する2年間でした︒指を切
って少し短くなりました︒で
も舐めてたら治りました︒そ

の期間に得られた知識と技術
はそれまでの創作活動と今後
のビジョンに大きく影響を与
えました︒木工を始めてから
森に入ると︑木はただの素材
でなく︑私から寄り添ってい
くものになっており︑もっと
この素材の本質を知りたいと
思うようになっていました︒
また︑日本に戻って来てから
何か住みにくさを感じていた
私は︑広大な土地と広葉樹の
生産が盛んな北海道へと仕事
を探しに旅に出て︑色々な街
を訪れ︑たくさんの人に出会
い︑ここ中川町でご縁をいた
だきました︒初めて中川町か
ら眺めた景色の感覚は今でも
忘れません︒﹁雄大﹂﹁美しい﹂
その二言がずっと体に残って
いました︒協力隊として中川
に移住して︑初めて林業とい
う分野に触れ︑環境的経済的
に持続可能な森づくりの現場
は︑町や事業体の献身的な取
り組みによって成り立ってい
る事を学びました︒中川に住
んで2年が過ぎ︑想い返すと︑
遠回りして挫折しながらも全
ての経験が繋がっている事に
気づかされます︒有難いです︒
よーし︑あと1年の任期頑
張るぞー！
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こんにちは︑北野です︒気
づけば本州と変わらないほど
暑かった夏の日々も過ぎ去り︑
草木が色付いて︑だいぶ秋も
深まってきました︒この広報
が配布される頃にはもう雪が
降り出すのだと思うと︑毎年
のことながら道北の季節の移
り変わりの速さには驚かされ
ます︒そしてまた長い冬が始
まりますね︒今年は一体どの
くらい雪が降るのか︑四度目
の冬もまだまだ楽しみが勝っ
た気持ちで迎えられそうです︒
広報に記事を書かせてもら
うようになって︑早いもので
三年が経とうとしています︒
そして今回が︑協力隊として
最後の記事になります︒思え
ば中川町に来て一年目の頃︑
初めてお会いする町民の方に
﹁広報見てるよ﹂と声をかけ
ていただけることがよくあり
ました︒あまりお会いする機

『ありがとうございました！』

中川町地域おこし協力隊活動記

興味があり︑工房に来たいと
連絡をくれていました︒自分
の技術やノウハウを他人に教
えることは︑少し前の自分に
は考えられない行動で︑生み
出した技術は絶対に人に教え
たくない！不利益！とそんな
考えでした︒
しかし︑どうしてそんな選
択をしたのかを振り返ってみ
ると実は僕︑去年の暮れから
数か月︑急激に体調とメンタ
ルを崩しており心療内科に通
院するほどだったんです︒も
う世の中から消えたい！と思
い詰めるような時期もあり︑
今思えば笑えますが危なかっ
た
︵笑︶
︒結果的にその数か月
に悶々と自分自身と対峙する
時間を持つことができて︑考
えの根っこが少し変わったの
ですね︒今までの活動に加え︑
もし僕が居なくなっても続い
ていくことも作っていこう！
と思うのです︒
今後に影響する大事な取り
組みになる気がしますが果た
してどうなるものか？中川に
来たのもそうですが︑﹁流れ
を信じる︒﹂アホな僕にはこ
れしかないのです︒

中川にきて一番驚いたこと

は︑紫陽花が夏になってもず

っと咲いていること︒関西で

は梅雨が終われば紫陽花も早

々に散ってしまうので︑6月

にしか咲いていないと思って

いた紫陽花が︑中川では夏の

間もずっと花をつけているの

を見て︑なんだか少し不思議

北海道で快適な夏が過ごせる

中川に来たのは7月初旬︒

社設立準備担当の村木です︒

やしていけたらな︑と思って

の楽しみや発見を少しずつ増

きなことまで︑中川ならでは

そんな小さなことから︑大

な気分でした︒

ぞ︑と期待しながら来たので

います︒

て来た山を見て︑これからど

感じながらも︑段々と色づい

に越せるのだろうかと不安を

道で過ごす初めての冬を無事

うになってきましたね︒北海

終わり︑早くも冬を感じるよ

そんな夏もあっという間に

した︒

刻さを痛感した夏でもありま

木々や川の魚達も暑さに参っ

らず︑人間だけでなく︑森の

っくりしました︒雨も全く降

も負けないくらいの暑さでび

すが︑今年の北海道は関西に

てしまっていて気候変動の深

皆さんこんにちは︒地域商

村 木 栞 奈

んな景色が見られるのかとワ

2021（R3）
. 11月号

な
かん
き
むら

☎7−2816

クワクしています︒
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『3ヶ月が経ちました』
産業振興課産業振興室
問い合わせ先

山 﨑 哲 平
15

ぺい
てっ
ざき
やま

夏の対比で涼しさが身に染
み作業の手が進む今日この頃
ですが︑皆様お元気にされて
いますでしょうか︒山﨑も
歳と新しい領域に入り﹁お元
気﹂の意味にも少しずつ深み
が増してきているように感じ
ます︒
早いもので角でものづくり
を始めて 年くらい︒まだま
だこれからなのは重々承知で
すが︑弟子を迎える運びにな
りました︒僕はアホなので
﹁弟子﹂と言いたいだけなの
かもしれませんが︑将来の仕
事仲間かもしれませんし︒同
時にとても責任を感じていま
す︒
函館の同年代の男性で﹁き
んちゃん﹂と呼んでいます︒
とてもまじめで熱いものとご
縁を感じました︒彼はシカの
角の作品︑特に羽根の彫刻に

『怪我の功名になーれ♪』

40

町の振興や発展のために東奔西走する
地域おこし協力隊の活動の様子を紹介します

※中川町国保データベースシステム
令和3年5月診療データより

また︑肝臓や腎臓の働
きが衰え︑薬を分解した
り︑体の外に排泄するの
に時間がかかるようにな
り︑副作用が出やすくな
ることがあります︒
しかし︑ポリファーマ
シーを心配して本来必要
な薬を減らすのはよくあ
りません︒
大切なのは薬の数では
なく︑その処方内容が適
正かどうか︑という点で
あることを押さえておき
ましょう︒

ポリファーマシーを
防ぐには？
■多剤服用に注意
日頃からかかりつけの
医師や薬剤師を持ち︑処
方されている薬の把握を
してもらうと安心です︒
◎お薬手帳は1冊にまと
めておく
お薬手帳は︑医師や薬

剤師が患者の現在の服薬
状況を把握し︑薬の重複
や飲み合わせについて確
認することができます︒
複数の医療機関や薬局
を利用している場合でも︑
お薬手帳は1冊にまとめ
ましょう︒
◎重複受診を控える
同じ病気で複数の医療
機関にかかる重複受診は︑
薬の重複︑過剰な処方を
招くおそれがあります︒
安易な医療機関のはし
ごは控えましょう︒

■主な副作用の症状を知
っておく
薬の追加や変更があっ
たあとに︑いつもと違う
症状はありませんか？
主な副作用の症状には︑
ふらつき︑めまい
物忘れ
気分が沈む︵ 抑うつ状態︶
食欲がない
尿が出にくい︑便秘

肝機能障害
などがあります︒
気になる症状があって
も︑自分の判断で薬をや
めたり減らしたりするの
はよくありません︒
急にやめると︑病状が
悪化したり︑思わぬ副作
用がでることがあります︒
必ず︑医師︑薬剤師に
相談しましょう︒

◎相談する時の注意
現在使っている薬︑残
っている薬のほか︑毎日
飲んでいるサプリメント
や健康食品についても︑
医師や薬剤師に必ず全部
伝えましょう︒
また︑いつ頃からどの
ような症状が出てきたの
か︑メモしておきましょ
う︒

☎7−2813

保健師

住民課幸福推進室

︻今月のテーマ︼ 薬の多剤服用に注意！
〜﹁ポリファーマシー﹂について〜

36.3％
75歳以上

問い合わせ先

保健だより

75

0〜74歳 12.1％

薬はその人の症状や病
態︑生活環境によって適
正な処方も変化しますの
で︑﹁何種類以上の薬を
併用すれば多剤服用﹂と
いう明確な定義はありま
せん︒
しかし︑6種類以上の
薬を併用していると︑副
作用を起こす頻度が増加
するというデータがあり
ます︒
特に 歳以上の高齢者
では︑薬の量が増える傾
向にあります︒︵左図参照︶

（30日以上の処方のある者）

みなさんは︑薬をいく
つ飲んでいますか？
薬は病気の治療や症状
軽減に有効です︒薬がな
いと不安という方もいる
でしょう︒
しかし近年︑﹁ポリフ
ァーマシー﹂とよばれる︑
多剤服用による副作用や
薬物による有害な兆候・
症状の発生が問題になっ
ています
︻ポリファーマシーの問題︼
薬同士が相互に影響し
あい︑薬が効きすぎたり︑
効かなかったり︑副作用
が起こるリスクが高くなる︒
異なる医療機関から︑
同じ効能の薬が重複して
処方されている可能性が
ある︒
用量・用法が複雑にな
り︑﹁飲み忘れ﹂や﹁飲
み残し﹂が起こりやすく︑
使用しなかった薬︵残薬︶
がたまる︒
また︑正しく服用され
なかったことにより症状
が悪化し︑さらに薬が増
える悪循環に陥る︒
6種類以上の薬を処方されている人の割合

しあわせ

広報ナカガワ
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食 育 通 信

食べること
育つこと

水

菜

編

1．根元を切って 洗 い ︑ 食
べやすい長さに切 っ て 水 気
を切ります︒

大 根 編

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！

水菜サラダ
かつお節︑ツナ︑カニカ
マ︑豆腐などと合わせると
手軽にサラダが作れます︒
︻材料︼
水 菜⁝一皿分
︻調味料︼
カニカマ⁝2本
ポン酢⁝小さじ1
白ごま⁝小さじ1

︻塩もみの材料の目安︼
・大根⁝1／4本分程度
・塩⁝小さじ1

ストック大根の
簡単アレンジ料理！

しあわせ

簡単便利！ストック野菜レシピの紹介 第3弾
今月は︑ストック野菜レ
シピ紹介の第3弾︑手軽に
野菜の摂取量を増やすこと
のできるレシピを先月号に
引き続き紹介いたします︒
野菜は︑体を良い状態に
保つバランスの良い食事に
欠かすことができません︒
野菜不足を感じている方
は︑
ぜひ毎日の食事に野菜を
プラスしていきましょう！

大根は︑料理に合わせた
形や大きさに切り︑冷蔵保
存しておきます︒
1．千切り器で千切にして
冷蔵保存します︒食べる分
の大根を盛り付け︑上から
焼き海苔やかつお節をのせ︑
好みのドレッシングをかけ
たら簡単サラダの完成です︒

大根の和え物
赤しそふりかけや塩こん
ぶと和えたり︑ツナを加え
ポン酢などをかけたら完成
です︒
︻材料︼
大根⁝一皿分
ツナ缶︵オイルタイプ︶
⁝1／4缶程度
ポン酢⁝小さじ1

2021（R3）
. 11月号

☎7−2813

管理栄養士

住民課幸福推進室

問い合わせ先

まずは食べやすい準備を！
2．ジップロック や タ ッ パ
ーなどに入れて冷 蔵 保 存 し
ます︒

2．薄めの厚さのいちょう
切りにして︑ジップロック
に入れ塩少々でもみ︑冷蔵
保存しておきます︒

広報ナカガワ
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水菜炒め
ベーコンやハム︑卵など
と炒め物に︒
︻材料︼
水菜⁝一皿分
ベーコン⁝2〜3枚
炒め油⁝大さじ1/2
塩︑こしょう⁝少々

（保存：冷蔵4日）

﹃ ストック野菜を
作る！﹄
前回紹介した胡瓜やもや
しのストック野菜︑今月も
新たなストック野菜の紹介
です︒休みの日などに野菜
を 買い︑
ストック野 菜 を 準 備
しておくととても便利です︒

ストック水菜の
簡単アレンジ料理！

（保存：冷蔵4日）

国民年金は︑年をとったと

の給付は生涯にわたって保証

ため安定していますし︑年金

歳になったら
国民年金

きやいざというときの生活を︑

されます︒

◎老後のためだけのものでは

現役世代みんなで支えようと

いう考えで作られた仕組みで

す︒

国民年金には︑年をとった

ありません

年金に加入して保険料を納め

ときの老齢年金のほか障害年

具体的には︑若い時に公的

続けることで︑年をとったと

障害年金は︑病気や事故で

金や遺族年金もあります︒

ったとき︑家族の働き手が亡

障害が残ったときに受け取れ

きや︑病気やケガで障害が残

くなったときに︑年金を受け

ます︒また遺族年金は︑加入

者が死亡した場合︑その加入

者により生計を維持されてい

た遺族︵﹁子のある配偶者﹂

や﹁子﹂︶が受け取れます︒

︻問い合わせ先︼

取ることができる制度です︒

国民年金のポイント

歳ま

60

◎将来の大きな支えになりま

20

す

歳から

旭川年金事務所

国民年金は

での人が加入し︑保険料を納

27・1611

☎0166・

歳になった翌月から給

める制度で︑老齢年金は基本

的に

付を受けられます︒

国が責任をもって運営する

65

20

町長交際費の支出内訳
上半期＝4月1日〜9月30日
項

（単位：円）

令和３年度

令和２年度

上半期

上半期

目

件数 金

額

件数 金

額

1

接

遇

外部（国・道、関係機関）との公の意見交換または折衝などに必要な
土産などの購入、情報収集のための懇親会などを開催する場合とし、
社会通念上妥当と認める範囲の額とする。

7

206,003

3

43,470

2

会

費

懇談会、懇親会、祝賀会など（2万円を上限とする）

0

0

6

29,500

3

祝 い 金

周年、設立記念式、祝賀会、慶事など、招待・会費不要の場合（２万
円を上限とする）

2

20,000

2

20,000

寸

総会懇親会、交礼会、基金造成ビールパーティーなど、招待・会費不
要の場合（2万円を上限とする）
各種全国大会などに出場する個人または団体（３万円を上限とする）
各課・教育委員会などで対応するものは除く。

0

0

1

10,000

町内協賛行事（1万円を上限とする）
（補助金・負担金など重複支出無し）

0

0

0

0

4

志

5 協賛金・負担金
6

見 舞 金

諸会議負担金

中川町慶弔規程による香典、供花、供物、災害などに係る義援金

合

計
問い合わせ先

総務課総務町政室

21 272,400 13 156,500
30 498,403 25 259,470

☎7−2811

広報ナカガワ
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自筆証書遺言書保管制度のご案内
〜旭川地方法務局からのお知らせ〜
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、そし
て自筆証書遺言書は自筆さえできれば遺言者本人のみで作成できます。
これまでは自筆証書遺言書の保管については、自分自身で保管する
か、遺言執行者等に預けるなどの方法しかありませんでしたが、本制
度の創設により、今は法務局に預ける事ができるようになり、遺言者
本人の死亡後、相続人等に遺言書を発見されなかったり、改ざんされたりすることを防
ぐことができます。家庭裁判所の検認手続きも不要です。
自筆証書遺言書保管制度は、プライバシー保護と手続に一定の時間が必要となること
から、全て予約制となっています。ご検討される方は旭川地方法務局供託課までお気軽
にお問い合わせください。
【電話によるお問い合わせ先】
旭川地方法務局供託課
電話0166−38−1167（直通）
※受付時間／平日の午前８時30分から午後５時15分まで
（年末年始・祝日を除く）
【オンライン予約】
法務局手続案内予約サービス https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
【手続の詳細】
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03̲00051.html

みんなチェック！最低賃金

北海道
最低賃金
北海道内の事業場で働くす
べての労働者（会社員、パー
ト、アルバイトの方、学生さ
んなど働くすべての人）及び
その使用者に適用される北海
道最低賃金が次のとおり改定
されます。

時間額

889円

（効力発生年月日

13

令和3年10月1日）

広報ナカガワ
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松浦武四郎が旅した
天塩川の歴史を絵本で学ぼう
！
◆日
◆内
◆会
◆定

時／11月20日（土）11：00〜12：00
容／絵本『悠久の大河 松浦武四郎が見た
天塩川』の読み聞かせなど
場／剣淵町絵本の館「展示ホールＡ」
員／50名（要・事前申込み）参加料 無料

【申込み先】
テッシ・オ・ペッ賑わい創出協議会事務局
（名寄市役所産業振興課）
電 話 01654−3−2111（内線3344）
メール ny-sangyo@city.nayoro.kg.jp
参加する方のお名前、年齢、お住まいの市町村を
電話又はメールでお知らせください。
☆中学生以下の参加者には絵本プレゼント！
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止または延期と
なる場合があります。

カヌーポート周辺の草刈り作業にご尽力いた
だいた︑株式会社佐藤工建様︵代表取締役 佐
藤 正樹様︶に対し︑中川町から感謝状が贈ら
れました︒

企業の地域貢献に感謝状が贈られました

中川町立中央小学校体育館階段等補修工事に
ご尽力いただいた︑大江建設株式会社様︵代表
取締役社長 大江 智宣様︶に対し︑中川町か
ら感謝状が贈られました︒

自 衛 官 募 集
自衛官候補生（男子・女子）11月試験
応募資格

18歳以上33歳未満
（令和４年４月１日現在）

受付期間

受付中〜11月９日㈫締切

試 験 日

11月14日㈰〜15日㈪の
いずれか１日を指定できます

会

場

旭

陸上自衛隊高等工科学校生徒（男子）
15歳以上17歳未満
（令和４年４月１日現在、中卒（見込み含む））
11月１日㈪〜12月３日㈮締切（推薦）
11月１日㈮〜令和４年１月14日㈮締切（一般）
令和４年１月８日〜11日の指定する１日（推薦）
令和４年１月22日（一般）
推薦：札幌

川

※細部受付時にお知らせいたします

■興味のある方は、お気軽に下記までご連絡下さい。

自衛隊旭川地方協力本部 名寄出張所
☎01654−2−3921

一般：名寄

※細部受付時にお知らせいたします

〒096−0011 名寄市西1条南9丁目45

※コロナウイルスの状況次第で日程又は
会場が変更する場合があります。
広報ナカガワ
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ちゃいむ図書室
新着図書

デルタ株という名の脅威に晒されていること猫は無関心なり

生きるとは多分もっと楽なはず仔猫を拾った夜に思えり

五十嵐仁美

五十嵐仁美

補聴器に何より大きく響くのはわたしの噛む音わたしの飲む音

民の声は天の声とぞ奥の院にその声届かぬ秋はかなしき

人通り無き街中の星の夜を一人占めして家路につきぬ

フキノトウを摘みしばかりと思いしに早萩の花風に揺れおり

ペア・ガラスの窓の開け閉めに慣れぬ母 上げる下げると太字のメモ貼る

オオタニサーン 君に出来ない事あるのか アナウンサーは絶叫している

小林

小林

小林

淑子

淑子

淑子

鎌田 陽子

鎌田 陽子

金子みえ子

金子みえ子

智子

ヴォクスデイ

転んでもただでは起きぬと声あげて転ぶたんびに自分を励ます

長屋恵美子
山内

智子

ヴォクスポプリ

姉妹あり兄弟あるは宝なり悲喜こもごもにいつも寄り添う

山内

智子

新開 孝 写真・文

大人も知らない？ふしぎ現象事典
ふしぎ現象研究会 編

カラス語の賑やかな空﹁どちらからお出でですか﹂と尋ねてみたし

木の間より打上げ花火﹁どん﹂と咲く籠りし日々を夜空へ飛ばし

山内

高校受験は「内申点アップ」が9割
桂野 智也 著

魔法のトイレ体操

小林 弘幸 著
みとりねこ

有川 ひろ 著
アイスクライシス

笹本 稜平 著
教場X

長岡 弘樹 著
シカクさん

マック・バーネット 文

虫のしわざ図鑑

花

裏口のバジル一枝頂きぬ閉店間近の町のレストランに

賢い子はスマホで何をしているのか
石戸 奈々子 著

スーパーに買いに行く

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

短歌や俳句に興味をお持ちの方がいらっ

一句詠んでみませんか︒

☎7・2850

☎8・7781

しゃいましたら︑お気軽にご参加ください︒

︹連絡先︺

短歌同好会

しおん

小 林 淑 子 さん

俳句紫苑会

古 市 和 子 さん

短歌月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の
方は︑年会費500円の購読会員制を
ご利用ください︒
お申し込みは︑事務局︵小林淑子さん
☎8・7781︶へ
お願いします︒

実話怪談作家の姉が瞼を縫い合わされ束縛
された状態で密室から発見された。姉が調
べていたある宿屋で起きる怪異と関連して
いたのか‥‥
第17回ミステリーズ！新人賞受賞作。

今月のお題 「声」及び「響」または自由詠

歌
マイノリティデザイン

短
澤田 智洋 著

収穫の季節になれど枝豆に実が入らない

2021（R3）
. 11月号

影 踏 亭の怪 談

大島 清昭 著

広報ナカガワ
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深海生物
藤原 義弘 監修・執筆
NEO図鑑

まちの 文 芸
の

でしょうか︒
まず︑大人は子どもにし
て欲しい︑次の行動や活動
をあらかじめ伝えましょう︒
おもちゃをもとに戻すの
に要する時間を考えて︑時
計の針や数字がわかる子に
は︑﹁ここになったら戻し
始めてね﹂と︑伝えます︒
時間になっても動き始めな
いようでしたら︑一緒にも
とに戻しましょう︒一時間
も二時間もかかるわけでは
ありません︒ほんの少しの
時間です︒
出来たら︑﹁きれいにで
きたね﹂と︑褒めましょう︒
たとえ︑大人が手伝った
としても︑元に戻すことが
出来たことを褒められるこ
とで︑少しずつ次はこれを
するから︑ここまでにしよ
うと︑子ども自らが切り替
えをして行動するようにな
ってきます︒
自ら考え行動する刺激を
与え︑辛抱強く待つのが︑
大人の仕事ですね︒

髙橋教育長が
再任されました
髙橋信行教育長が令和3
了となり︑議会の同意を経

高校︑短大︑大学︑専修学

﹁国の教育ローン﹂は︑

お子さまの教育資金
を﹁国の教育ローン﹂
︵日本政策金融公庫︶
がサポート！

月1日付けで再任さ

年9月 日をもって任期満
て︑
任期は令和3年

日で

月1日

子さまをお持ちのご家庭を

大学等に入学・在学するお

対象とした公的な融資制度

から︑令和6年9月
す︒

■ご融資額／お子さま1人

年以内

︵ナビダイヤル︶または

☎0570・00865

幼児ローンコールセンター

︻問い合わせ先︼

﹁国の教育ローン﹂で検索

︻ホームページ︼

年以内

※母子家庭の方などは

■ご返済期間／

︵令和3年8月1日現在︶

1・26％

※母子家庭の方などは年

■金利／年1・66％

につき350万円以内

です︒

人権擁護委員に
ついて
大西英一氏と菊田啓美氏
が人権擁護委員として︑
月1日付で法務大臣から委
嘱されました︒
障がいがある人に対する
不当な扱いや高齢者への虐
待︑学校でのいじめ︑女性
や外国人に対する差別など
の悩みごとや心配ごとがあ

日

月

りましたら︑気軽にご相談
ください︒
委嘱期間は令和3年
1日から令和6年9月
までとなっています︒

15

03・5321・86
56

18

校︑各種学校や外国の高校︑

10

れました︒

30

10

〝 大人の仕事は︑待つことです〟
﹁あ〜︑あんなに叱らな
ければ良かったな﹂と︑子
どもを叱った後に︑思うこ
とが多々あると思います︒
そして振り返り︑﹁あれ
は叱ったのではなく︑感情
的に怒ってしまったな﹂と︑
思うこともあるのではない
でしょうか︒
例えば︑食事になるので
遊んでいたおもちゃなどを︑
元に戻すように声をかけて
も︑子どもはまだ遊びの途
中で︑すぐにはやめません︒
そうすると︑﹁早く片付
けなさい﹂﹁ごはんの時間
って言ってるでしょ﹂﹁い
つも同じこと言われている
のに︑どうして出来ないの﹂
と︑感情的に言葉を浴びせ
ることになると思います︒
子どもからすると︑楽し
い遊びを︑突然予告なしで
終わらせなさいと言われて
も︑気持ちの切り替えが上
手く出来ません︒
どうすれば︑お互いに気
持良く︑食事に向かえるの

ありがとう
ございます

社会福祉協議会︑一心苑︑

悦朗

様

グループホームに寄附

遠藤

父
︵信市様︶
死去に際して

札幌市

利秋

様

様

母
︵サツキ様︶
死去に際して

靖子

西藤

横関

様

1件

様

柏谷 慧二

離町に際して

名寄市

文明

社会福祉推進の為に

川本

匿名

グループホームに寄贈

社会福祉協議会︑一心苑︑

季節のものを含めて次の方々

より﹁志﹂を頂きました︒こ

様

の紙面をお借りしてお礼申し

上げます︒

竹中

様

隆

遠藤千代子

様

件

信子

横田

匿名

佐久

5区

及川ソヨ子

久保田雅志

西藤サツキ

様︵

様︵

様︵

歳︶

歳︶

歳︶

謹んでお悔やみ
申し上げます

5区

13

78 59 99

10

30

30 10

☎7−2118
子育て支援センター
問い合わせ先
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9月の入札・契約結果についてお知らせします
入札・見積り合わせ
参加業者
（※落札業者）

工事・業務名

1,250,000
1,260,000

㈱佐藤工建

1,260,000

㈱佐藤組

1,270,000

※㈱佐藤組

1,690,000

㈱佐藤工建

1,700,000

植村技建㈲

1,700,000

㈱中川建設

1,710,000

※植村技建㈲

1,340,000

㈱中川建設

1,350,000

㈱佐藤組

1,360,000

㈱佐藤工建

1,360,000

※遠藤工業㈲

1,380,000

天塩川工業㈱

1,400,000

中川町森林協同組合

1,401,000

令和3年度
富和3線道路改良工事

※中川町森林協同組合

975,000

天塩川工業㈱

980,000

遠藤工業㈲

983,000

森林環境保全
直接支援事業
令和3年度
町有林新植
（豊里・ニオの森）工事

工事などの概要

期

間

第2回

㈱中川建設

令和3年度
天幕川浚渫工事

森林環境保全
直接支援事業
令和3年度
町有林枝打ち
（中川牧場）工事

（円） 落札率
予定価格
（円） 契約金額
第1回

※植村技建㈲

令和3年度
石田川・秋田川
浚渫工事

森林環境保全
直接支援事業
令和3年度
町有林新植（秋）工事

入 札 結 果

※遠藤工業㈲

810,000

中川町森林協同組合

813,000

天塩川工業㈱

815,000

※㈲佐藤電器商会

670,000

着工 令和 年 月16日

河川土浚渫

1,408,000

1,375,000

97.7％ 石田川240㎥
秋田川160㎥

竣工 令和 年11月30日

着工 令和 年 月16日

1,892,000

1,859,000

98.3％

立木伐採1,400㎡
河川土浚渫200㎥
竣工 令和 年12月10日

着工 令和 年 月16日

1,507,000

1,474,000

97.8％ 夕焼橋左岸側路盤改良
竣工 令和 年11月22日

着工 令和 年 月16日

1,545,500

1,518,000

98.2％ 人工造林 1.00ha
竣工 令和 年11月18日

着工 令和 年 月16日

1,081,300

1,072,500

99.2％ 枝打ち 6.07ha
竣工 令和 年12月17日

着工 令和 年 月16日

898,700

891,000

99.1％ 人工造林 0.50ha
竣工 令和 年11月18日

中川町立診療所

令和3年度
防犯監視カメラ
システム購入

737,000

737,000 100.0％ 防犯監視カメラ
システム一式

問い合わせ先

まちの
ご長寿さん
喜

総務課企画財政室

納入期限
令和 年12月29日

☎7−2819

こんにちは 赤ちゃん

寿

おめでとうございます

遠藤 幸憲

さん（77歳）

玉井 トメ子
南谷 信子

さん（77歳）

さん（77歳）

か

ほ

りゅうし

山平 果歩ちゃん

山本 龍志くん

お父さん 恭之 さん
お母さん 小春 さん

お父さん 龍哉 さん
お母さん 茜 さん
うた

横山 詩ちゃん
お父さん 将 太 さん
お母さん ゆかり さん
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あの

あの

の

1982年（昭和57年）11月3日に、中川開基80周年を記念したタイムカプセルが、
見晴公園に埋められました。このタイムカプセルは高さ120センチメートルくらいの
球形で、当時の宮本弘町長のメッセージなど471種類の品々が収納されました。発掘
は、埋設から50年後の2032年11月3日に行われる予定です。どんなものが入って
いるのか楽しみですね。

令和3（2021）年11月号（通巻750号）

町 の人口

（9月30日現在）

人

口

1,421人（−４）

男

710人（−２）

女

711人（−２）

世帯数

767戸（−３）

（

）は前月末との差を示します。

印刷

株式会社

国境

この広報紙は道産間伐材を使用しています。

10月3日（日）に、天塩
中川駅の交流プラザにて
「なかがわテイクアウト秋味
まつり」が開催され、中川
町の姉妹都市である長野
県中川村特産のフルーツや
お酒、そして町内飲食店の
テイクアウトメニューなどが
予約販売されました。
当日は朝からお客さんが
ぞくぞくと訪れ、まつりは
大盛況でした。

〒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
E-mailアドレス nakagawa@town.nakagawa.hokkaido.jp

