
 

 

★ 雪中レクリエーション 
冬休み期間中に児童館の子供たちと雪中レクを

行いました。雪の降る中ソリレースや巨大百人

一首、みかん拾い走など子供たちと楽しい時間

を過ごすことができました。 
 

★ 越冬キャベツ堀り手伝い 
先月、農家さん宅で活性化センターの研修生と

一緒に越冬キャベツ掘りのお手伝いをしまし

た。朝から昼過ぎまでに全長 180m 程ある畑の

キャベツを収穫し農家さんの知恵や苦労も身を

もって体験し知ることが出来ました。 

 

★ 小学生越冬キャベツ堀り体験 
先月末、活性化センターで行われた和寒小３年

生によるキャベツ掘り体験に手伝いとして参加

しました。とても寒い日でしたが和寒の子供た

ちと元気に楽しくキャベツ掘り体験ができ、ま

た収穫したキャベツとジンギスカンで焼き肉の

試食も行われ子供たちにとって大変良い経験に

なったかと思いました。 

 

★ 地域づくりを担う人材育成研修 
2 月 4 日、道北地方の地域おこし協力隊員、各

役場の担当職員が比布町に集まり、より良い地

域づくりの方法を話し合いました。 

 
（↑発表する勝村隊員） 

★ わっさむ極寒フェスティバル 
２月２日、第２５回わっさむ極寒フェスティバル

が開催されました。前日に雪像作りの手伝いと当

日はアメリカンドッグ販売のお手伝いとして参加

させていただきました。町内外から多くの人々が

来場され大変活気のあるイベントでした。 

 

★ 天塩川住民再発見ツアーin 和寒 
2 月 7 日、道北地方の魅力を再発見するツアーの

一環として、中川町、中頓別町、天塩町からお越

しの 5 名様を、和寒町役場の総務課と担い隊員で

おもてなししました。塩狩ヒュッテではオーナー

ご夫婦の心づくしのお料理と和寒名物の「地獄

鍋」を堪能して頂き、翌日は農家さん宅で越冬キ

ャベツ掘り体験、さらに恵み野ホールで玉入れを

体験して頂きました。北海道としては、道外から

特に道北地方へ観光に訪れたり、移住を検討され

る方々を増やすことを最終目標に掲げているとの

ことです。 

   

    
（↑ツアー対応時の様子） 
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