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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︱２１３６

清里高校３年生の大 童隆一く

見事全国大会への出場権を獲得

り投げで第３位 の結果を残し︑

清里高校 の大童 くんが陸 上で全国 へ

登山者の無 事を祈る安全祈願

んが︑高体連全道大会の男子や

年を中心とし た﹁明日を考える

７月３日︑ 江南 地区 の農業 青

たが︑﹁地域に役立つことをしよ

めパークゴルフを行っていまし

以前は︑メンバーの親睦のた

根県で行われます︒

全国 大会 は︑８月１日か ら島

でいます︒

ぞれ伸び伸びと練習に取り組ん

メリットと考えずに部員はそれ

２名しかいませ んが︑それをデ

現在︑清里高校の陸上部員は

ました︒

大会に向けての抱負を話してい

権獲得の報告に橋場町長を訪れ︑

７月２日 には︑全国 大会 出場

しました︒

祭には家族連 れなど 人を超え
る参加者が集 まりました︒
この日は晴 天にも恵まれ︑登
山者からは﹁ この日を待ちわび
ていたよ﹂と の声が聞かれるな
か︑皆さんそ れぞれのペースで
山頂をめざ
しました︒

会﹂
︵代表 渥 美 誠さん︶の地

う！﹂と︑昨年から道路の草刈

江南で自主的に道路の草刈り

域活動の一環 として道路の草刈

草刈り後では︑景観が良くな

り活動をはじめました︒

っただけではなく︑特に交差点

この日は︑ メンバー 人が草

りが行われま した︒
刈り機やトラ クターなどの機械

での見通しが良くなり︑交通安

全に配慮されていました︒

を持参し︑道 路脇に伸びている
雑草を刈りま した︒

▲自己新記録を目指して頑張ってください

斜里岳登山のシーズンです
６月 日︑斜里岳山開きが行
われました︒
100

30

▲この後、大勢の方が斜里岳頂上目指し登りました
▲地域づくりは自らの手で

29

日︑清里小学校 で同小

会が行われました︒

講演会の講師には同小学校の

舟橋安幸校長を迎え︑﹁ゆきとど

いた教育の実現にむけて﹂と題

して︑最近の子どもたちによる

ショッキングな犯罪や国の財政

で教育的に問題となっている義

務教育費国庫負担制度の見直し

などが話されました︒

参加者は︑子どもたちの教育

環境を整えるのは大人に課せら

れた責務であることを再確認し

ていました︒

また︑女子個人戦で二川亜衣さ

ん︵３年生︶が３位の成績を収

め︑全道大会への出場権を手に

７月 日には︑全道大会出場

入れました︒

権獲得の報告に橋場町長を訪れ︑

﹁普 段の 練習 では 相手 の癖 など

知り尽くしているが︑町外の大

会では知らない相手との試合に

なり︑
難しい反面とても楽しみ﹂

と︑優勝をめざして力強く抱負

を語ってくれました︒

全道大会は︑７月 日から稚

内市で行われます︒

8

ＡＵＧＵＳＴ ２００４ きよさと

清里小学校ＰＴＡの教育講演会
７月

において︑女子団体戦で優勝︑

市で行われた中体連の管内大会

清里中学校の剣道部が︑紋別

清里中学校剣道部が全道大会出場

学校ＰＴＡの主 催す る 教育 講演

15

一声かけて交通安全を呼びかけ
子さんから手 作りのお守りが寄

今回は︑羽 衣町第１の木村君

協議会が夏の交通安全運動週間
せられていた のを活用し︑参加

７月 日︑自治会女性部連絡
にあわせて交通安全の街頭啓発
した一人ひと りが交通安全の呼
びかけを行い ながら道ゆく運転

を行いました︒
者にお守りを 手渡しました︒
旅行シーズ ンで車の通行量が
増える時期で す︒運転者はもち
ろん歩行者も 交通安全に十分注
意しましょう ︒

日︑ 斜里岳龍神神 社の

斜里岳龍神神社で夏越祭り
６月

再現 年をお 祝いする夏越祭り
が行われまし た︒
この日は︑ 全国青年大会創作
芸能の部で日 本一になった︑清
里町連合青年 団による清里龍神
太鼓の演舞と ︑地元の江南小学
校児童や先生 などによる龍神の
舞が披露され ︑ 年の節目を迎
20

えた龍神神社 をお祝いしました︒

31

27

20

15

▲常に安全運転を心がけてください
▲清里の伝統芸能である龍神太鼓

▲子どもたちの教育の今後を考えました

▲それぞれ練習の成果を出し頑張ってください

12

ごみ会﹂の呼 び掛けにより︑
﹁清

ンティアサー クル﹁清里町駅な

清高生がボランティアで駅のペンキ塗り
７月８日︑清里町駅に花や詩
などを飾る活動をしているボラ
里高校の生徒 ﹂による清里町駅
舎内のペンキ 塗り作業が行われ
ました︒
ペンキ塗り には︑生徒約 人
が参加し︑ハ ケやローラーを使
い白いペンキ が壁や天井などに
丁寧に塗られ ました︒
無人駅の淋 しく壁の汚れが目
立っていた駅 舎内も︑きれいに

７月

た︒

ナミックな演奏が披露されまし

どを説明しながら繊細かつダイ

ストされると︑その曲の由来な

や節などの曲を会場からリクエ

じょんがら節やよされ節︑あい

里での公演になるそうで︑津軽

全国ツアーのスタートがこの清

上妻さんの三味線演奏による

した︒

三味線のコンサートが行われま

ティストの上妻宏光さんによる

ジ公演事業として︑三味線アー

プラネットステージ公演

日︑プラネット ステー

里町更生保護女性会主催による︑

に︑今年で創立 年を迎えた清

７月 日︑プラネットを会場

ました︒

かな成長を支援する知識を学び

て︑次世代を担う青少年の健や

行っている中鉢常子先生を迎え

現在︑様々なカウンセリングを

ましい話の聴き方﹂と題して︑

今回は﹁人間関係における望

ます︒

犯罪がなくなるよう活動してい

て立ち直るのを助け︑地域から

犯した方が再び社会の一員とし

更生保護女性会では︑過ちを

した︒

斜里郡三町の研修会が行われま

更生保護女性会研修会

▲マイクを使わない音に思わず引き込まれます

▲犯罪がなくなる地域をめざしています

なり︑明るさ と人の温もりを感
じる駅舎に一 変しました︒

自治会対抗ソフトボール大会
７月４日︑ 町民グランドで自
治会対抗ソフ トボール大会が行
大会には７ チーム︵自治会︶︑

われました︒
約 名が参加 し︑どの試合も乱
打戦で白熱し た好試合が展開さ
れました︒
接戦を制し て︑みごと優勝の
栄光を勝ち取 ったのは羽衣町第

13

21

30

１自治会︒勝 利の喜びを全員で
味わっていま した︒

きよさと ＡＵＧＵＳＴ ２００４

9

130

20

▲汚れていた壁も白いペンキできれいになりました
▲どの試合も乱打戦で白熱した展開に

