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。
連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６

日︑﹁介護 老人保健 施設

吉田ミユキさんの
百歳を祝いました
１月

中体連スケートで︑清中２年の
松井宏佑くんが全国大会に出場

清里中 学校２年 生の松井宏 佑くん︵ 水元町第２ ︶が︑

位︑

苫小牧市 で行われ た中体連ス ケート全 国大会に出 場し︑

男子１ ５００ｍ

入所者 の皆さん が集まり お祝

井くん は︑１月に 韓国

を残し ました︒ま た松

ると﹁昔 ︑ミシン の学校へ 通っ
全国米 麦改良協 会が主催す る
﹁ 全国麦作共 励会﹂の個人の 部で︑ ていたこ ともあり ︑今でも 手先

いうこ ともありこ れか

松井 くんは２年 生と

１月

人︑２ 月４日には 斜里

人が出場 したスピ ードスケー トの

日に町内 の小中学生

郡三町の 小中学生

競技大 会が町営リ ンク

で行わ れました︒

今年 はシーズン 当初

の悪天 候により︑ 例年

に比べ るとリンク の使

用開始 が大幅に遅 れた

ため︑ 選手の皆さ んは

練習期 間が短いな かで

の大会 となりまし たが︑

日頃の 練習の成果 を発

揮しよ うと力いっ ぱい

滑って いました︒

8

広報きよさと

２００７．３

きよさと ﹂で︑こ の日に百 歳を
むかえた 吉田ミユ キさんの お祝

いするな か︑町か らの記念 品が

ソウル 特別市で行 われ

位の 結果

橋場町長 から手渡 されると ︑吉

季スポ ーツ交流大 会に

を動かす ことが好 きで細か い作

らの活 躍が大いに 期待

日本派 遣団員とし ても

三上博由 さん
︵ 神威西︶が農林 水産大臣 賞を受賞 し︑２月１ 日に

業をして いる﹂と 話し︑職 員か
むことが 日課のよ うになっ てい

出場し ています︒

東京都で 行われた 表彰式に出 席しまし た︒
人と 一緒に︑ 小麦の生育 に関

する研究 のため︑ 畑の温度や 茎数など を細かく 調査︒農業 改良

ます﹂と 説明があ りました ︒

三上さ んは︑町 内の農業仲 間

普及セン ターによ り﹁秋まき 小麦生育 清里スタ ンダード﹂ とし
て集約さ れたもの を︑自身が 耕作して いる神威 地域の現状 と照
ら し合わ せなが ら研究 に取
り 組んだ 結果︑ 天候に 左右
さ れずに 収量を 確保し ︑さ
ら に品質 の高い ものを 生育
す る独自 の技術 を確立 しま
し た︒
三上さ んは﹁ 麦の生 産は
地 域全体 での取 り組み が必
要 不可欠 ︒多く の仲間 のお
か げで地 域に貢 献でき た︒
ま た︑表 彰式な どでは 北海
道 清里町 を大い にアピ ール
で き たこ と もう れ しく 思

43

20

う ﹂と話し てくれま した︒

124

28

悪条件を乗り越えてスケート大会

されま す︒

吉田さ んに長寿 の秘訣を 尋ね

した︒

た第５ 回日韓青少 年冬

３００ ０ｍ

13

田さんは 笑顔で受 け取って いま

い会が行 われまし た︒

18

25

らも﹁施 設で使う おしぼり を畳

三上博由さんが農林水産大臣賞を受賞

まちの話題

日︑プ ラネット

で︑約

人

よる アトラク ションが行 われまし た︒

表彰 式と清里 フォークダ ンス同好 会に

参加と協働のまちづくりに向かって住民大会
２月
回ま ち

ま た︑札幌 市南区澄川 地区連合 会長

防災 力を高め よう︱災害 時に助け 合う

の大 石昇司さ んを講師に 迎え﹁地 域の

教員 によるオリ ジナルの 合唱曲︒続 い

自主 防災組織 ﹂と題して ︑安心安 全で

八 木沢組合 長は︑﹁商売 ではある もの

ぞれ の店舗に 掲示してい ます︒

の︑ 飲酒運転 は︑した人 だけでな く家
こ れは︑昨年 ︑福岡市 で起きた幼 児

理解 を得たい ︒従業員へ も徹底し た指

ヤー の利用や 家族の送迎 協力など 客の

族や 地域︑店 側にも影響 がでる︒ ハイ
３人 が死亡する 飲酒運転 事故の悲惨 さ

酒運 転で検挙 されていま す︒家族 や友

町 内外を含 め︑年に数 人の町民 が飲

導を 行う﹂と 話してくれ ました︒
自ら が積極的に 飲酒運転 の撲滅に取 り

人︑ 同僚など を含め︑飲 酒運転は ﹁し

組む ことを検討 ︒今年１ 月

店舗全 ての理解 を得て︑斜 里

しく 飲食し楽 しい会合を 開いてほ しい

で組 合

警察 署との連携 のもと啓 発ポスター を

と思 います︒

ない ﹂
﹁さ せない﹂こと を実践し ︑美味

日の総 会

則強 化などもあ り︑酒類 を扱う料飲 店

が各 種報道によ り伝えら れ︑また︑ 罰

まし た︒

啓発 するための ポスター を自ら作成 し

が飲 酒運転の撲 滅に向け て︑各店舗 で

清 里料飲店組 合
︵ 八木沢武志 組合長︶

飲酒運転の撲滅へ︑
料飲店が啓発ポスターを作成

日となりま した︒

参加者みん なで考え る一

で向こう三 軒両隣﹂ を︑

家と地域︑ みんなの 協力

づくりに向 かって︱ 我が

協働による 自主防災 組織

のテーマで ある﹁自 覚と

が行われま した︒今 大会

めに実践的 な内容の 講演

住み良い地 域をつく るた

て今 年度の花壇 ・ガーデ ンコンテス ト

オ ープニング は︑江南 小学校の児 童︑

づく り住民大会 ﹂が行わ れました︒

の町 民の皆さん が参加し ︑﹁第

240

作成 し︑近隣町 村に先駆 け組合員そ れ

日︑道道 摩周湖斜里 線か

かんじきを履いて︑
冬の神の子池を探索

２月

名の参加 によ

ら神の子 池までの 往復４キロ を︑

かんじき を履いた

り雪上ウ ォーキン グを行いま した︒

これは ︑身近に ある景観資 源を

再発掘し ようと︑ 冬は閉ざさ れて

いる﹁神 の子池﹂ を見るツア ーと

して昨年 から清里 町商工会が 事務

局として 行ってい ます︒

貴重な 機会とあ って８割が 町外

からの参 加︒動物 の足跡や自 然現

象に関す るガイド の説明を聞 きな

がら雪の 上を歩き ました︒

冬の神 の子池は ︑真っ白な 雪景

色に包ま れた幻想 的な空間を つく

り出して おり︑夏 とは違った 一層

すばらし い景色を 見ることが でき

ました︒

２００７．３
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97
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53

29

17
17

日︑
チー ムが参加し ︑

日 の両日︑焼 酎工場前 のふれあ い広場を会 場

全道大会をめざし供雪合戦僑
１月
に︑小学 生の部に ８チーム︑ 一般の部 に
斜 里岳雪合 戦２００７ が
行 われまし た︒
競技は日 本雪合戦連 盟
競 技規則に 基づき行わ れ
る 本格的な もので︑時 間
内 に相手チ ームのフラ ッ
グ を抜くか 相手全員に 雪
球 を当てる と競技終了 に
参加者は 防寒具に身 を

な ります︒
包 み︑競技 開始の合図 と
と もに激し く雪球を投 げ
合 い︑白熱 した試合が 繰
り 広げられ ました︒

人が 集
回清里町女 性

日 ︑トレー ニングセ ン

自治会対抗ミニバ
レーで心地良い汗
２月

チ

ターで自治 会対抗ミ ニバレー ボ
ール大会が 行われま した︒
この大会に は各自治 会より

人が 参加して 白熱した 試

歳以上 の部が緑 町チーム ︒
歳以上の 部が神威 南
チームでし た︒

ーム︑同

女子フリー の部は︑ 上斜里Ａ チ

同

だよ〜グリ ーンだよ 〜チーム ︑

子フリーの 部が緑自 治会いい ん

優勝の栄 冠に輝い たのは︑ 男

同士の親睦 を深めて いました ︒

会場のなか で︑自治 会や参加 者

られ︑笑顔 と笑い声 があふれ る

珍プレー 好プレー も数多く 見

合が展開さ れました ︒

ーム

49

耐寒錬成弓道大会

回 耐寒錬成 弓道大会が 行われま した︒

２月４日 ︑武道館 弓道場で管 内の弓道 愛好家
ま り第

人 が集

四矢二立 の合計８ 射による的 中数が競 われ︑静寂 した

緊張感 のある道場 に矢

を放つ 音が響いて いま

寒さ が身にしみ る冬

した︒

期間で も鍛錬を怠 らな

いこと が上達の秘 訣と

いうな か︑垂石定 一さ

んが一 般男子の部 ︑鈴

木新之 助さんが高 校の

部で優 勝︒小松愛 子さ

んが一 般女子の部 で準

優勝す るなど︑町 内の

方々が 好成績を収 めま

した︒

日 ︑江南の 登山口から 美里まで のコースを 巡る︑

冬を満喫した歩くスキーツアー
２月

今 年２回目 のスキー ツアーが行 われまし た︒

雪景色 のなかで秀 峰斜

里岳やオ ホーツク海 を眺

を巡 るツ

人が参加 し︑

めながら 約

アーには

冬の一日 を大いに満 喫し

ました︒

今回の ツアーは︑ 全体

に勾配が 緩やかで初 心者

でも楽し め︑昼食に はジ

ンギスカ ンを囲みな がら

参加者同 士の交流を 深め

ていまし た︒

10
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18

40

31

11

女性のつどいで熱心な井戸端会議
で 町内の女 性団体会 員約

なり ました︒

をテ ーマに充 実した一日 と

清里 音頭を踊 るなど︑健 康

とし て︑フォ ークダンス や

ま た︑昼食 後の軽い運 動

行わ れていま した︒

プに 分かれて 熱心な討論 が

た説 明があっ た後︑グル ー

べよ う毎日の 食事﹂と題 し

町 保健師か ら﹁楽しく 食

のつ どい﹂が 行われまし た︒

によ る﹁第

まり ︑清里町 女性会議主 催

80
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13
km

37

32
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２月４ 日︑プラ ネット
97

40
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