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また︑今 回行われた ビアパー

動 を行って います︒

ミ ネーショ ン事業など 数々の活

今 では冬の 風物詩とな ったイル

ク リスマス や正月のイ ベント︑
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ー ビアパー ティーが行 われ︑地
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ル活 動が清里小 学校の児 童によ

リ サイ クル活 動に 汗を 流す
９月
空 き瓶など を回収す るリサイク

こ の活動は︑ 青少年赤 十字活
動の 一環として ︑環境の 大切さ
を学 ぶとともに 地域の方 々の暖
かさ にふれなが ら︑働く 喜びを
感じ 取ることが できる活 動とし
て︑ 毎年の恒例 行事とな ってい
ま た︑この活 動の収益 金は︑

ます ︒
疑似 体験器具の 購入費へ 充てら
れ︑ 地域福祉や ボランテ ィアの
学習 活動に生か されます ︒

着衣 水泳 を体 験

は重要で あるとし て開催して お

り︑参加 者も着衣 水泳の難し さ

日︑町 民プール を会場

をあらた めて実感 していまし た︒
人

に水 難事故を未 然に防止 するた
れ︑ 小学生から 大人まで 約
が参 加しました ︒
身体 の動きが制 限され︑ 河川な
どへ 不意に転落 した際に は︑事
故に つながりや すく︑万 が一の
危険 に備えるた めの知識 や体験
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めの ︑着衣水泳 体験教室 が行わ
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衣 服を身につ けての着 水は︑
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▲児童みんなで一生懸命頑張りました
▲みんな楽しそうにしていました
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９月

で敬

▲報道関係者からも注目されていました

歳︶を 迎えられ た方に

に 受け︑選 手たちは︑ 雨模様の

がん ばれ ！ガ ンバ レ！

日︑少年 少女マラソ ン

悪 天候のな か︑歯をか みしめな
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大会兼フ ァミリー ジョギング 大

し ていまし た︒

が ら日頃の 走り込みの 成果を出

人︑

会が行わ れました ︒

今年は ︑町内の 小学生

組 の親子が参 加

中学生

人と

ンテ ィアや職員 による工 夫を凝

し︑沿道 からの大 きな声援を 背

とき を過ごしま した︒

らし た余興の中 で︑楽し いひと

施設 でも敬老会 が行われ ︑ボラ

ま た︑清楽園 ︑介護老 人保健

は︑ 記念品が贈 られまし た︒

喜寿 ︵

敬老 会が行 われ まし た
日 ︑プラネ ット
名のうち

老 会が行わ れ︑招待 された満
歳 以上の高 齢者︑
人 の方々が 出席され ました︒
式では︑ 清里町の 礎を築き
歳 を越えら れた方々 に表彰状が
贈呈さ れるととも
歳︶

％に換 算して︑

キロリッ ト

トン使 用し︑ア ルコール度 数

今年は ︑原料の じゃがいも を

予定︒

ルコール 換算で３ 割ほど増や す

お 陰様 で売 れ行き 好調
例 年より早く 行われた 今年の
焼酎 仕込み︒９ 月２日に は︑多
くの 報道記者や 居合わせ た観光
客が 注目するな かでの仕 込み作
業と なりました ︒

が︑おお よそ

万 ３千本生産 さ

ミ リリット ル入りの製 品
れます︒

ル︑
おり ︑特にアル コール度 数の高

昨 年からの販 売好調が 続いて
い製 品の売れ行 きが良か ったこ

▲もうすぐゴールだ！頑張って！
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▲長寿を祝って記念品が贈られました
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