44

で 新成人と なった男 性

人︑

人 が︑華やか な振り袖 やスーツ に身を
年清 里町成人式 に出席し ました︒

人 ︑計

25

も に︑成人 になった 実感を

ら ためて真 剣に考え るとと

人 としての 権利と責 任をあ

式に参加 した皆さ んは成

す ﹂と謝辞 を述べま した︒

ら の道を切 り開いて いきま

持 ち前の若 さとパワ ーで自

す る不安を 抱えてい ますが︑

任 を果たし たい︒将 来に対

し て権利と 義務︑社 会的責

こ れからは 一人前の 大人と

の皆さん をはじめ 多くの方々 に支えら れてきま した︒

表して加 藤万葵さ ん︵上斜里 中︶が﹁ これまで ︑地域

に発揮し て欲しい ﹂と式辞を 述べたあ と︑新成 人を代

果たし︑ 地域社会 の重要な担 い手とし て若い力 を充分

式では ︑二俣教 育委員長が ﹁社会人 としての 責任を

包み︑平 成

女性

１月５ 日︑プラ ネット

二十歳を祝う成人式に 人が参加

連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６
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か みしめて いる様子 でした︒

佐藤達

歳以 上の方の敬 老祝い

敬老の記念に真心こ
もった手作りの一品
自治会 内
に︑上斜 里中自治 会︵会長

夫さん︶ で︑手作 りの瓢箪︵ ひょう
たん︶飾 りづくり が行われま した︒
これは ︑自治会 での敬老会 には対
象者全員 が出席す ることが難 しいた
め︑多く の方を祝 えるよう話 し合い
を持ち︑ 自治会内 の方々が栽 培した
瓢箪を使 った記念 品を対象者 全員の
方に贈る こととし たものです ︒
瓢箪飾 りは︑春 に種をまい て秋に
収穫した 後︑中身 を取り出し て約２
ヶ月間乾 燥させ︑ 全体の塗装 と一つ
ひとつ丁 寧に﹁寿 ﹂の文字を 書き入
れていま す︒さら に︑台座と なる座
布団も手 作りし︑ 飾り紐とあ わせて
完成︒手 間はかか るものの真 心のこ

日 ︑町内向 陽地区の雪 で埋め尽 くされた農 地に

真冬の花火大会が行われました
月

人が集 まるなか ︑３ 年ぶりと なる﹁真冬の 花火大会 ﹂

人が実行 委員会を組 織し︑

げられま した︒

に雪の 舞う夜 空に打 ち上

などの メッセ ージと とも

い年で ありま すよう に﹂

康を願っ て﹂﹁来年一 年良

れぞれ からの ﹁家族 の健

件のオ ーナー が賛同 ︒そ

前 回同様︑ 町民に花 火経費の出 資を求め たところ︑ 約

町内の農 業青年を 中心に約

が 行われま した︒

約

23
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広報きよさと

２００７．２

800 12

書初席書大会が行われました

100

75

もった記 念品がで きあがりま した︒

１月 ７日︑プ ラネ ット

回 書き初 め席書 大会

で書 道協会 主催に よる

第

人の参 加者は ︑正

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

き﹂︑
﹁新年 計画﹂な どの

月ら しい﹁ もち﹂や ﹁ゆ

での

幼稚 園児か ら中学 生ま

が行われ ました︒

28

67

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。
44
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まちの話題
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弘 ︑篠田征一 ︑松崎正 美︑山下 敏浩

今年一年の安全を願って出初式が行われました
名の
北海道知事 表彰︵二 十年勤労 章︶浅野

１月６ 日︑厳し い寒さのな か約
消防団員 が防火の 誓いも新た に︑市街 地
修 一︑佐藤繁雄 ︑高尾安泰︵ 十年勤続 章︶
勉

浅 野修一︑田 中一浩︑ 桑名信吉 ︑佐藤繁

北海道消防 協会表彰 ︵二十年 勤労章︶

枝 崎裕子︑藤 野貴大︑ 塚田
各 表彰が 行わ れ

雄 ︑高尾安泰 ︵十年勤 続章︶枝 崎裕子︑

で勤 続表彰等 の

を分列行 進するな ど︑清里消 防団出初 式
この後 ︑プラネ ット

が行われ ました︒

ま した︒ 各表 彰
藤 野貴大︑塚 田

年中 無

堀

薫︑石 井幸二
覚︑石井幸 二︑荻原

清︵ 功績賞一

斜里地区消 防組合表 彰︵功績 賞二号︶

輿水

労 章︶前橋和 美︑竹端 義弘︑糸 川二三敏︑

北海道消防 協会網走 地方支部 表彰︵功

勉

者 は次の とお り
平成

で す︒
︿ 敬省略﹀
火 災表彰分団
日︶

第 三分団
︵２千

裕︑

阿 部耕一︑山 本祐次︑ 浅野裕之 ︵優良賞

号 ︶美馬八重 子︑井田 美和子︑ 樫村

に 対する 消防 庁

三 号︶上本芳 博︵特別 功労賞︶ 美馬八重

退職消 防団 員
長 官表 彰︵第 一

子 ︑山口喜代 志

日︑町内 の子育て 支援の拠点 となる﹁ 子育て支援 セン

子育て支援センターが開設しました
１月

てはい かがでし ょうか︒

仲間 づくり の場とし て活用 され

り︑一 緒に遊 んだり ︑親同 士の

場所 で子ど もを自由 に遊ば せた

育 児をさ れてい る方は︑ 広い

も行っ ていきま す︒

座の 開催や 育児サー クルの 支援

育て に関す る相談に 応じた り講

日や 親子遊 びの行 事のほか ︑子

スペ ースを 確保し︑ 普段の 開放

ども が自由 に遊べる 遊具と 広い

子 育て支 援セン ターでは ︑子

遊ぶ姿 が見られ ました︒

方が集ま り︑さっ そく広く 明るい室内 では子ど もたちが元 気に

開設式 には︑就 学前の子 どもを持つ 親子や関 係者など多 くの

ター﹂が 清里保育 所内に完 成し︑開設 式が行わ れました︒

10

日 ︑江南小学 校で全校 児童と父母 の約

名が集ま り︑３ヶ月 かけて建 設した﹁縄 文時

月

江南小学校の児童が竪穴住居づくりを体験

号 報償︶ 片岡 保

日︑丸 山墓地周辺 から神威 萱

冬を満喫した歩くスキーツアー
１月

キロ 以上を巡 る

るオホ ーツク海 の流氷の景 色には参 加

に広が る雪原や 遠くに望む ことので き

急勾配 のあるコ ースですが ︑辺り一 面

この 神威パノ ラマコース は︑中盤 に

大いに 満喫しま した︒

人 が参加し︑ 冬の一日 を

ツク海 を眺めな がら

雪景 色のなか で秀峰斜里 岳やオホ ー

ツアー が行われ ました︒

野会館 までのコ ースを巡る 歩くスキ ー

21

者も大 満足し︑ 歩く疲れも 癒される 思

25

100

ツアー には

10

12

18
52
いでし た︒

代 の竪穴住 居﹂の完成 式が行わ れました︒

児童代表 者によるテ ープカッ トや竪穴住 居の

中 心に設置 された囲炉 裏への火 入れ式︑そ の後︑

昼 食会など も行われと ても楽し い一日とな りま

し た︒児童 たちは︑
﹁とても大 変だった けど︑み

ん なで力を 合わせて作 った住居 で食べる豚 汁の

味 は最高﹂ と話してい ました︒

地域ぐる みの今回の 取り組み は︑子ども たち

の 大きな思 い出になっ たと同時 に︑夢をも つこ

と の大切さ を学び︑そ して自ら の力で成し 遂げ

る 大きな自 信となった ことでし ょう︒

２００７．２
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