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。

日︑モト エカ広場を メイン会 場に︑

ふれあい コンサー トでは︑ 知的障がい 者の

解すること ができま した︒

障がい 者や高齢 者とのふれ あいを通 じてノ

ンド﹁ハロ ーブラザ ーズ﹂が ︑懐かしの 音楽

ＥＮＪＯＹ ﹂の利用 者と支援 者による音 楽バ

ケアを中心 とした社 会就労セ ンター﹁ハ ロー

ーマライ ゼーショ ン︵障がい をもつ方 もそう

吉倉さんが自然公園指導員表彰

長年 にわたる 自然公園利 用者への 指導と保護 活動の

日に

功績に より︑吉 倉愛子さん ︵羽衣町 第２︶が環 境省自

然環境 局の自然 公園指導員 表彰を受 賞し︑８月

網走支 庁環境生活 課長よ

り表彰 状と副賞が 伝達さ

吉倉 さんは︑自 然公園

れまし た︒

指導員 として︑裏 摩周展

望台を 訪れる方々 に︑自

然環境 の保護と指 導を行

い︑環 境の保全に 多大な

貢献を され︑今回 の表彰

となり ました︒

清中剣道部が中体連全道大会で
団体戦３位入賞しました

日︑札 幌市で行わ れた中体 連の全道大 会に清

導犬の体 験や車

きよさと ﹂︒盲

い広場２ ００６

ている﹁ ふれあ

るために 行われ

考え方を 普及す

う基本理 念︶の

自然であ るとい

うとする ことが

れた多くの 方に

あい広場﹂ ︒訪

している﹁ ふれ

協力により 実現

ボランティ アの

毎年︑多 くの

試食しまし た︒

できあがっ た豚汁を 多くの参 加者が美味 しく

器︶による 災害時の 炊き出し 訓練も行わ れ︑

導入したレ スキュー キッチン ︵大型特殊 調理

成績を 収め︑８月 ３日に

しくも 予選敗退 しましたが ︑女子団 体戦で３位 入賞の

里中学 校の女子 剣道部が出 場しまし た︒個人戦 では惜

７月

椅子の体 験︑高

福祉に関心 を持

また今回 は︑今年 ７月に社 会福祉協議 会が

を披露し会 場を盛り 上げまし た︒

齢者疑似 体験な

ってもらえ る機

てくれ ました︒

今後の 活動を力強 く話し

続けて いきます︒ ﹂と︑

の大会 があるので 練習を

すが︑﹁ これからも 少年団

活動と して最後と なりま

３年 生２人は剣 道部の

ました ︒

３位入 賞の結果を 報告し

は橋場 町長を訪れ て全道

どにより ︑障が
場を実体 験し理

6

広報きよさと

２００６．９

10

会となりま した︒

ら生活し ていこ

でない方 も共に︑ 地域社会の なかで支 えなが

した︒

﹁ふ れあい広場 ２００６ きよさと ﹂
が行 われま

７月

ふれあい広場２００６きよさとが行われました

連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６
いをもつ 方の立

28

まちの話題
30

日︑商工 会主催によ る恒例の 納涼行事 として︑

仮装盆踊りは羽衣町第１が優勝
８月
子ども盆 踊りと仮 装盆踊りが 行われま した︒
仮装盆 踊りでは ︑参加団体 が３組と 少なめで したが︑
それぞれ の参加者 は︑とても 愉快で趣 向を凝ら した衣
装をまと って踊り ︑見ている 人も一緒 に楽しむ ことが
できまし た︒
仮装部門 の結果
は ︑優勝が 羽衣町

日 ︑コミッ トを会場に 商工

総額 万円の現金つ
かみ取りが行われま
した
８月

会 ︑中央商 店街︑フ ァミリース タン
人 を越える 町民が期待 を胸

プ 会合同に よる現金 つかみ取り が行
わ れ︑

に 抽選くじ を引きま した︒
期間中に 町内加盟 店で５千円 分の
買 い物をす ると１回 抽選できる この
円・

円の硬 貨︑

現 金つかみ 取り︒２ 千円札・千 円札
円・

円 のファミ リースタン プ商

の 紙幣︑
千 円・

品 券の３種 類のつか み取りのほ か︑
航 空券やお 米︑ジュ ースなどの 商品
本に１ 本の確率で 賞が

も 用意され ました︒
おおよそ

万円 の抽選会は 熱気

東大生によるジョギング教室

今年 も︑合宿 で清里町を 訪れてい る東京大学 陸上部

による ジョギン グ教室が行 われ︑清 里陸上少年 団に楽

しく怪 我なく走 る方法や︑ 速く走る ためのアド バイス

東京 大学の陸 上部員は平 成４年か ら︑清里町 の﹁走

を行い ました︒

りやす い道路と天 候︑そ

してと ても澄んで いる空

気が運 動するのに 最適﹂

と︑毎 年この時期 に合宿

キ

を行っ ており︑今 年は

名が訪 れ︑１日平 均

ロメー トルを走っ ていま

す︒

また ︑仮装盆踊 りに参

加する など︑町の イベン

トも盛 り上げてく れてい

ます︒

日︑町民 グラン

自治会対抗ソフトボール大会が
行われました

７月

名が 参加し︑自 治会対

抗ソフ トボール大 会が行

治会︒ 勝利の喜び を全員

取った のは羽衣町 第１自

した︒ 優勝の栄光 を勝ち

熱した 試合が展開 されま

合が少 なく︑僅差 での白

今年 は大きく崩 れた試

われま した︒

32

第 １自治会 の皆さ
ん による﹁ キャッ
ツ ﹂︑準優 勝には
商 工女性部 の皆さ
ん による﹁ 仮面舞

50

出 るたびに 会場から 歓声やどよ めき
が 起き︑総 額

に 包まれて いました ︒

150

踏 会﹂が選 ばれま
し た︒

100

当 たった今 回の抽選 会︒抽選で 賞が

60

30

ドで９ つの自治会 から約

23

で味わ っていまし た︒

２００６．９
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