連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６

人︑
27

年 清里町成

人︑女 性

人が参加

で 新成人と なった男 性

51

人が ︑華やか な振り袖や スーツに 身を包み ︑平成

１月５ 日︑プラ ネット
人式に出 席しまし た︒

計

97

二十歳を祝う成人式に

町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。

い ました︒

人 たちとの ひとときを 楽しんで

る など︑久 しぶりに集 まった友

任 からのビ デオレター を上映す

賀 会が行わ れ︑中学校 時代の担

式後には ︑実行委員 による祝

を かみしめ ている様子 でした︒

る とともに ︑成人にな った実感

と 責任をあ らためて真 剣に考え

し た皆さん は成人とし ての権利

と 謝辞を述 べました︒ 式に参加

会 に貢献で きるよう努 めます︒﹂

育 った環境 を大切にし て地域社

暮 らしをし ていますが ︑生まれ

た ちは︑そ れぞれ環境 の異なる

が述べら れたあと ︑新成人を 代表して 石井靖洋 さん
︵ 向陽西︶が﹁私

い力を発 揮され︑ 様々な困難 を乗り越 えていっ て欲しい︒ ﹂と式辞

式では ︑二俣教 育委員長よ り﹁厳し い時代で あるが︑若 さと逞し

18

24

まちの話題
51

月
12

清里小児童が衝立︵ついたて︶
を寄贈

立が寄贈 されました ︒

これは ︑９月に清 里小がＪ ＲＣ活動の 一環

として行 った︑古新 聞・古雑 誌・空き瓶 ・空

き缶・な どを回収す るリサイ クル活動の 収益

寄贈に あたっては ︑施設の なかで利用 者が

金︵約８ 万円︶によ り購入さ れたもので す︒

休まる空 間をつくっ たり︑着 替えなどプ ライ

ベートな 空間をつく るなど︑ 使いたいと きに

その場で 活用できる ものとし て衝立が選 ばれ

活動に あたった清 里小ＪＲ Ｃ委員会の 児童

ました︒

たちから は︑﹁大切に 使用して もらえれば 嬉し

い︒また ︑この活動 に協力し てくれた方 々の

おかげで す︒ありが とうござ いました︒ ﹂と

話してく れました︒

中体連スケートで︑清中
１年の松井宏佑くんが全
国大会に出場決定

清里中 学校１年生 の松井宏 佑くん︵水 元町

第２︶が ︑札幌市真 駒内屋内 競技場で行 われ

た中体連 スケート全 道大会で ︑男子１５ ００

メートル の種目で決 勝に進み ︑全国大会 への

出場権を 手に入れま した︒

全国大 会の出場に あたって 橋場町長を 訪れ︑

大会への 抱負を話し てくれま したが︑松 井く

んはまだ １年生とあ ってこれ からの活躍 が大

いに期待 されます︒

全国大 会は︑２月 ４日から ７日まで釧 路市

の柳町ス ケート場で 行われま す︒

12

広報きよさと

２００６．２

日︑清 里小学校の 児童から 介護老人 保健施設き よさとに 間仕切り用 の衝

21

昭︑樫村

裕︑鍋 山光夫︵十

今年一年の安全を願って出初式が行われました
１月 ６日︑厳 しい寒さ のなか︑

日から 全５

パソコン教室で基本操作を習得

１月

回の 日程で︑図 書館

を会 場に初心者 を対

年 勤続表彰 ︶石井勝 之
北海道消 防協会表 彰︵三十年

名 の消防団 員が防火 の誓い

も新た に︑市街 地を分列 行進す

象に したパソコ ン教

室が 行われてい ます︒

勤 続章︶上 本芳博︵ 二十年勤続

参 加されてい る皆

さん は︑電源管 理や

勤 続章︶石 井勝之
北海道消 防協会網 走地方支部

しよ うと︑用意 され

マウ スの操作方 法な

斜里地区 消防組合 表彰︵功績

た資 料とパソコ ンの

表 彰︵功労 章︶岩佐 雅宜︑高橋

一 号︶井田 直孝︵優 良四号︶藤

画面 を見比べな がら

どの 基本操作を 習得

第三 分団︵一 六八七日 ︶

野 貴 大︑ 岩 井 真 一 ︑長 谷 健 一

講師 の話を真剣 に聞

君 夫︑上本 芳博

北海 道知事表 彰︵三十 年勤続

︵優良 三号︶小木曽 勇治︑山口

︿敬省略 ﹀

章︶高 橋君夫︑ 上本芳博 ︑塚田
淳︑ 鈴木文雄 ︑西尾

日︑江南 の登山口か ら美

キロ以 上を巡るツ アー

人が 参加し︑ 冬の一日を 大い

囲みなが ら参加者 同士の交流 を深

また︑ 昼食には ジンギスカ ンを

よい汗を 流してい ました︒

に広がる 雪景色を 眺めながら 心地

の願いも 通じ︑好 天のなかで 一面

のイベン トを心待 ちにしてい た方

毎年参 加してい る方も多く ︑こ

に満喫し ました︒

に

めながら

で秀峰斜 里岳やオ ホーツク海 を眺

里までの コースを ︑雪景色の なか

１月

冬を満喫した歩くスキーツアー

いて いました︒

孝︑漆 原

書初席書大会が行われました
１月 ７日︑プ ラネット
回書 初席書大

で清 里町書道 協会主催
による 第

人の参加 者は︑今

きあげ ていまし た︒

けの筆 さばきで 軽快に書

くりと 丁寧に︑ 大人顔負

課題文 字を一字 一字ゆっ

月﹂︑
﹁新年の 空﹂などの

年の干 支﹁いぬ ﹂や﹁正

での

幼稚 園児から 中学生ま

会が行 われまし た︒

27

22

10

年中無 火災表彰 分団

裕︑鍋山 光夫︵十年

章 ︶樫村
で勤続

るなど ︑清里消 防団出初 式が行
この 後︑プラ ネット

われま した︒

約

17

剛 ︑山川圭 一

平成

各表 彰者は次 のとおり です︒

表彰等 の各表彰 が行われ ました︒

97

忠男︵ 二十年勤 続章記︶ 太田良

17
57

35

めていま した︒

２００６．２

広報きよさと
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100
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