この コーナ ーではま ちの話 題を紹介 していま す︒
皆さ んの身 近な情報 をご連 絡くださ い︒ 連 絡先 企 画財政 課広報広 聴係

電話 ５︱２ １３６

キ

士の交 流を深めて いました ︒

カンを 囲みながら 参加者同

また ︑昼食には ジンギス

を流し ました︒

から快 晴の中で心 地よい汗

その願 いも通じて か︑早朝

待ちに した参加者 も多く︑

あり︑ 今回のイベ ントを心

ースが 中止になっ たことも

先月 の大雪によ り牧場コ

を歩き ました︒

ロメー トルのツア ーコース

眺 めながら 向陽までに 至る

南 から斜里 岳やオホー ツク海を

冬を 満喫 した 歩く スキ ーツア ー

人は︑ 江

２月８日︑ 歩く ス キ ーツ ア ー
が行われ ︑参加し た

同士の親 睦を深め ていました ︒

4

２００４ きよさと

ＭＡＲＣＨ

個の アイ スキ ャンド ル
で集 まったアイ スキャン ドルが

日︑ト レーニン グセン

優勝の 栄冠に輝 いたのは︑ 男

歳以 上の部が 緑Ａチーム ︒

子フリー の部が上 斜里Ａチー ム︑
同

歳以上の部 が

女子フリ ーの部は ︑おひめ様 ー
ずⅡチー ム︑同

13

日 ︑ウィ ンタ ーフ ェス

２月

ター で自治会対 抗ミニバ レーボ
ール 大会が行わ れました ︒
こ の大会には 各自治会 より
人が参 加して︑ 白熱し

51

１月
個のアイ スキャ
時 まで の４時

この日は ︑中央商 店街協
同組合によ る大ビン ゴ大会
人を 超える

が午 後７時 から 行わ れ︑会
場に集まっ た

参加者も冬 の夜を美 しく飾
る光景に感 激の声を あげて
いました︒

36
神威南チ ームでし た︒

40

チー ム

た試 合が展開さ れました ︒
珍 プレー好プ レーも数 多く見
られ ︑笑顔と笑 い声があ ふれる
会場 のなかで︑ 自治会や 参加者

40

15
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▲青空の広がる中で心地よい汗を流しました

コミ ットに飾り 付けられ ました︒
総数約
時から 午後

ンドルが用 意され︑ 午後６

350

間を美しく 彩りまし た︒

10

300

350

テ ィバル実 行委員会 の呼びかけ

▲幻想的な明かりが灯されていました

自 治会対 抗ミ ニバ レー ボー ル大会
▲試合となれば皆さん真剣です

30

目指せ
２００
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トリノ オリンピック

■ 岡 崎 朋 美 選手
昭和 46年 9月 7日生ま れ
富士 急ハ イラ ンド 株式会 社所 属
昭和 59年 光岳小 学校 卒業
昭和 62年 清里中 学校 卒業
平成 2 年 釧 路星 園高等 学校 卒業

回まちづく り住民大 会が行

人の町民の 皆さんが 参加し︑

表彰式が 行われま した︒

の花壇・ ガーデン コンテスト の

り事業の スライド 上映と今年 度

加 と協働の まちづくり ﹂を考え

演 会も行わ れ︑
参 加者全員 で
﹁参

式 会社の井 上宏子さん による講

26 250

２月

約

第

21

日︑プ ラネット

97

で︑

また︑﹁ 視点を変 えて見るも の

▲花のまちづくりに貢献された方々へ

る 一日とな りました︒

３町スケート大会が行われました

２００４

２月１日︑町 営 リ ン

ＭＡＲＣＨ

クで 第 回 斜里 郡３町
スピードス ケート競 技

大会 が行 われ ︑３町 の
中学 校か ら８名︑小 学
校から 名 の選手が 集

きよさと

まり︑練習 の成果を 出
して︑たく さんの好 記
録が生まれ ました︒

このリン クで将来 の
オリンピッ ク選手が 育
つことを願 っていま す︒

5

35

われ ました︒

を探す﹂ と題した ︑花王販売 株

※( )内は順位です
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大 会に先立ち ︑清里町 表彰式

清里町では両選手を応援しています。
これからも頑張ってください。

▲応援の声を受けて力走

が行 われ︑昨年 ﹁全国花 のまち

２月20日 Ｗ杯インツェル大会
5000ｍ ６分48秒76(３) （Ｂ クラ ス）

づく りコンクー ル﹂で花 のまち

づく り大賞に輝 いた︑清 里町花

原田由正 さん︶に対し︑

と緑 と交流のま ちづくり 委員会

︵ 委員長

橋場 町長より﹁ 清里町特 別功労

賞﹂ が授与され ました︒

大 会は︑全道 大会へ出 場した

清里 中学校の吹 奏楽部に よる素

昭和 49年 9月20日 生ま れ
東京 スピ ード 所属
昭和 62年 光岳 小学校 卒業
平成 2 年 清 里中 学校 卒業
平成 5 年 帯 広白 樺学 園高校 卒業
平成 9 年 専 修大 学商 学部卒 業

晴ら しい演奏で オープニ ングを

■ 糸 川 敏 彦 選手

▲花と緑と交流のまちづくり委員会に特別功労賞が贈られました

飾り ︑花と緑と 交流のま ちづく

スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）
短距離のコラルボ大会がイタリア・コラルボ
の屋外リンクで行われ、
女子500メートルに出
場した岡崎朋美選手が、38秒95のタイムで、
今季初のＷ杯表彰台となる２位に入りました
１月24〜25日 Ｗ杯ハルビン大会
500ｍ 39秒77(11) 39秒68(12)
1000ｍ １分19秒85(13) １分19秒79(14)
２月14〜15日 Ｗ杯コラルボ大会
500ｍ 39秒67(16) 38秒95(２)
1000ｍ １分20秒80(16)
２月21〜22日 Ｗ杯インツェル大会
500ｍ 39秒84(４) 39秒03(４)

﹁ 花と緑 と交 流の まち づく り委員 会﹂ に清 里町 特別 功労表 彰を 授与
まち づく り住 民大 会で ﹁協働 のま ちづ くり ﹂を 考える

岡 崎 朋 美 選手
ワールドカップで２位！
！

