野生動物・駐在所

野生動物の対策について
村内の野生動物に関する情報をお知らせいたします。
エゾシカ

３月上旬現在、観察されるシカの
肉付きや毛並みは、例年より良いよ
うに見え、自然死亡の死骸も少ない
ように思われます。
２月の猟区内の捕獲は、駆除のみ
２頭と落ち込みましたが、３月には
シカが降りてきて、順調に捕獲でき
ています。後述のようにガイド猟の
休止がありますので、これを補うた
めにも円滑な捕獲促進に努め、農作
期の被害抑制を図ってまいります。
ヒグマ

問 林業振興室

☎

56-2174

広い視点で捉えていただけたことと思います。今
後もさまざまな手段で普及を図ってまいります。
アライグマ

川辺で採餌する

雄ジカ(字占冠
３月)

積雪が少ない冬でしたが、例年と比べて著しくヒ
グマの活動開始が早いとか、冬眠しないといった事
象は、村内ではまだ確認されていません。いずれに
しても４月は道路沿いや川沿いなど、比較的低いと
ころで活動が多く見られる時期になります。お散歩
や山菜採りなどでは、「ヒグマがいるかもしれない」
との意識をもち、注意を怠らないようにしましょう。
昨年の夏は、市街地周辺に居着く個体がありまし
たので、今年も春から要所の監視を強め、情報収集
と侵出阻害を図っていきたいと思います。皆様から
寄せていただく情報も、役立ててまいります。
昨年度版「しむかっぷカレンダー」
では、村内撮影の写真と、故山本敬
介氏の漫画、構成でヒグマ豆知識を
お届けしました。身近なヒグマを幅

２月の末に、４ヵ月ぶりの捕獲がありました。昨
年４月から３月10日現在までの累計捕獲数は７頭
です。アライグマは冬眠しないものの、積雪期は活
動性が下がると言われています。一方で自然の餌が
まだ少ないので、ワナへ誘引しやすい面もあります。
毎日同じところを行き来するとは限らないので、足
跡などで所在を掴んだら、すぐにワナを掛けること
が大事なようです。
アライグマは、狩猟免許を有しない方も村の講習
を受けてワナ捕獲に従事でき、捕獲報償費の対象に
もなります。詳しくはお問い合わせください。
占冠村猟区について

２月はガイド猟の予約が無く、３月以降、４月
15日の猟期最終日までは、新型コロナウィルス感
染症対策のため、受け入れを取りやめることにいた
しました。
今猟期の実施結果については、次回以降にお知ら
せいたします。
そのほか

今年度の村の野生鳥獣対策
は、引き続き農林課（林業振
興室）の所管で、野生鳥獣専
門員の浦田が担当します。よ
ろしくお願い申し上げます。

こちら駐在所です
北海道警察官募集中「ここからつながる、未来のために」

タヌキの列車衝突死骸
を食べるオジロワシ(
字占冠3月)

問 占冠駐在所 ☎ 56-2110

採用予定人数 210名程度
男性A区分 120名程度 男性B区分 35名程度
女性A区分 40名程度
女性B区分 15名程度
受 付 期 間 ４月８日（水）まで
第一次試験日 ５月16日（土）
第二次試験日 ６月中旬から７月上旬
アピールポイント

悪は許せない、困っている人を助けたい、北海道のために働きたい、そんな思いを持っている方々は私
たちと一緒に働きませんか。
警察官という仕事にはたくさんの任務と役割があります。交番勤務や刑事、鑑識、白バイ、サイバー犯
罪捜査、機動隊、音楽隊等一人ひとりの個性がその役割を果たす力となります。
詳しくは、富良野警察署又は北海道警察本部採用フリーダイヤルにお問い合わせください。
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富良野警察署 ☎ 22-0110 問

窓

教育・文化・スポーツの
ホットな情報をお届けします。

新しい英語指導助手（ALT）を紹介します！
２月20日に新しい英語指導助手ベンジャミン・べリンスキーさんが来村されました。小中学校や保育
所、英会話教室で皆さんと関わることになると思いますのでよろしくお願いします。
ベンさん自身に自己紹介してもらいましたのでご紹介します。

アスペンからこんにちは！

私の名前はベンです。占冠とトマムの新しい英語指導助手になれてとてもうれしいです。
実は日本に来たのは２度目です。１番最初に来たのは、10年前に姉妹都市交換留学の中学生としてでした。
また帰って来れて本当に嬉しいです！
初めて訪れた時、占冠のことが大好きになりました。私は多田さんの家にホームステイしました。私の
兄妹は伊藤さんの家にお世話になりました。当時、心優しい皆さんから大変歓迎されました。そして、故
郷のアスペンから来た10年前の英語指導助手であるコーリールックスさんに感銘を受けました。
（今コーリ
ーは北海道で最高のチーズバーガーとアイスクリームを提供するレストランを占冠で経営しています！）
占冠は私が覚えていた姿と変わらず素晴らしいままでした。村民の人は皆優しく歓迎してくれます。新
しい友達をたくさん作って、これまで築いてきた占冠とアスペンの交流の歴史に貢献したいです。
占冠にいる間、占冠のミュージシャンの人と一緒に音楽を楽しんだり、日本の伝統楽器について勉強し
たり、夏にはハイキングにも行ってみたいです。新しい冒険にワクワクしています。暖かく迎え入れてく
れて本当にありがとうございます！占冠に居られてとてもうれしいです。
ベン

Hello from Aspen!

令和２年度第１回北海道警察官採用試験実施日程等

問

生涯学習の

生涯学習

警察本部採用フリーダイヤル ☎ 0120-860-314

My name is Ben, and I am so happy to be the new ALT English teacher here in Shimukappu and
Tomamu. This is my second time in Japan—the first time I visited was 10 years ago, as a Sister Cities
Exchange Student in junior high school. Now I am so glad to return once again!

I fell in love with Shimukappu when I first visited. I stayed with the Tada family, and my sister and my
brother stayed with the Ito family.I felt so welcomed by all the generous people here. As a student, I
was also inspired by Corey Lucks, who was the ALT teacher here 10 years ago, and who is also from
my hometown of Aspen. (Now Corey is still here, operating a
great restaurant with the best cheeseburgers and ice cream in
Hokkaido!)
Shimukappu has not changed much from what I remember,
which is a wonderful thing, because everyone is just as
welcoming and kind. I hope to make many new friends here,
and to contribute back to the long history that has established
such a strong relationship between Aspen and Shimukappu.
While I am here, I also want to make music with other
musicians in Shimukappu, learn about traditional Japanese
instruments, and go hiking in the summertime. I am always
looking forward to the next adventure! Thank you so much for
giving me a warm welcome. I am so glad to be here.
-Ben
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