﹁みどりの感謝祭﹂に特別招待
４月
れた第

日︑子ど もたちとボ ランティ

世代間交流で
﹁子ども農園﹂づくり
５月

アの方々 が体験や 交流を通じ て野菜な
どの農作 物を育て る﹁子ども 農園﹂が

日︑北見市 で北見市 在住の本町 出身者

札幌と北見でふるさと会が
行われました

５月

名︶の 総会が行 われました ︒

名の方 が集まり︑ 北見清里 会︵会長 山田 光

さん・会 員

この事 業は︑昨 年から社会 福祉協議

躍︑みど りの感謝祭 への特別 招待などが 報告さ

や︑トリ ノオリンピ ックでの 岡崎朋美さ んの活

橋場町 長から︑町 の今年度 の事業の取 り組み

会が︑関 係機関や 多くのボラ ンティア

ました︒

名︶

長尾 義輝さ

われまし た︒

の高さが うかが

里に対す る関心

れ︑ふる さと清

ての質問 が出さ

焼酎事業 につい

くり﹂や 好調な

﹁自 立 の ま ち づ

員の方か らは︑

それぞ れの会

ました︒

の総会が 行われ

ん・会員

長

札幌清里 会︵会

名の方が 集まり︑

の本町出 身者

で札幌近 郊在住

日には︑ 札幌市

また︑ ５月

れ︑参加 された会員 の皆さん の親睦を深 められ

今年も開 設されま した︒
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の皆さん の協力に より実施し ている事
業です︒
この日 参加した のは︑清里 保育所と
やまと幼 稚園︑な かよしクラ ブ園児や
人︒ボ ランティア の皆さん
の指導で ︑じゃが いもやにん じん︑ス

児童の約

日の﹁み どりの日﹂ に︑東京 都日比谷 公園で行わ

イートコ ーンなど の種まきや 苗植え作
業を行い ました︒

回森と花 の祭典﹁み どりの感 謝祭﹂へ ︑清里町か

ら花と緑 と交流の まちづくり 委員会の 三上政夫 委員長と橋
場町長が 特別招待 を受け︑式 典に参加 しました ︒

秋の収 穫の時期 まで︑草取 りや花見
など世代 間の交流 を深めると ともに︑
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式典で は︑秋篠 宮殿下・妃 殿下のご 臨席のも と︑農林水

収穫の喜 びや食の 大切さを体 験を通じ
て学んで いきます ︒
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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。

産副大臣 から記念 苗木の贈呈 を受けま した︒
この特別 招待は︑町
民 と行政が 協働で培っ
て きた花と 緑と交流の
ま ちづくり が︑高く評
価 され︑花 いっぱい運
動 の全国の 代表として
招 待された ものです︒
日の植樹

また︑贈 呈を受けた
苗 木は５月

ら れていま す︒

長 から三上 委員長に贈

念 写真パネ ルが橋場町

念 植樹され ︑さらに記

祭 の後に役 場前庭に記
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５月

に捨てら れたとみら れる空き 缶などが出 て

道路わ きの草むら からは︑ 車から無造 作

町民参加で道路環境美化活動が行われました
キ ロメート ル︶

日︑上 斜里の町 境界から緑 地区ま

での道 道摩周湖 斜里線︵約

きました が︑一部で は例年に 比べるとご み

人の町 民ボラン ティアの皆 さんに

で︑約

が少ない 場所もあり ︑環境美 化に対する 取

これ は︑昨年 に引き続 き︑地域の 景観形

まだごみ の量も多く ︑一人ひ とりがマナ ー

しかし ︑交通量の 多い道路 沿いではま だ

り組みの 成果が見ら れました ︒

より沿 道に溜ま った土砂 を撤去する などの

成や観 光振興︑ 地域づく り活動を行 う﹁東

を守り︑ 清里の美し い景観を いつまでも 保

道路清 掃が行わ れました ︒

オホーツクシーニックバイウェイ連携会

てるよう 努めなくて はなりま せん︒

ど合計

日︑プラ ネット駐車 場や市

名

台の消防 ・救急車両 により

５台の タンク車 や３台の積 載車な

による春 季消防演 習が行われ ました︒

街一円で ︑清里消 防団員など 約

５月

万一に備え消防演習

議﹂が 呼びかけ たもので ︑連携会議 に町内
で加盟 している ６つの団 体のほか︑ 清里町
建設業 協会や役 場職員な どが参加し ました︒
また ︑同日の 午後から は︑まちづ くり運
動推進 協議会︵代表 三上 政夫 自治連会 長︶
人 の参加者 が集まりま した︒

と町の 主催によ る﹁春の ごみゼロ運 動﹂が
行われ ︑約

人が

日 ︑江南オー トキャン プ場に隣

木の成長を楽しみに植樹祭
５月

接 する江南 牧場傾斜地 で︑町民 約
参 加し植樹 祭が行われ ました︒

植樹祭に 用意された 苗木は︑ エゾヤマ
本︒参 加者は︑

ポンプ操 法や発煙 筒を火点に 見立て

本 とシラカバ

た市街地 での模擬 火災訓練な どが行

ザ クラ

苗 木とスコ ップを持っ て急な坂 道を登り ︑

た が︑参加 者たちは﹁ 樹木や農 作物の生

あいにく の雨模様の なかでの 作業でし

びかけを 行いまし た︒

が町内を 分列行進 し︑火災予 防の呼

先頭に︑ 消防団員 ︑消防・救 急車両

また︑ 清里高校 吹奏楽部の 演奏を

われまし た︒

育 には貴重 な雨だ﹂と 話し︑植 樹された
桜 の名所が 将来誕生す ることを 楽しみに

ば かりの苗 木が成長し ︑清里町 の新しい

本 丁寧に植 えていまし た︒

高 台から望 む景観を楽 しみなが ら一本一
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