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。

46

月

年 度をもっ て

家村克己 さん︶が ︑２

日に 臨時総会 を開催し︑ 平成

46

年７ 月に町内

組
64

役 割を終え ての解散 とな

て いること もあり︑ その

移 とともに 活動が停 滞し

情 報保護な ど︑時代 の推

座 振替納付 の普及や 個人

た ︒しかし 最近では ︑口

識 の基盤を 築いてき まし

い 税収納率 を誇る納 税意

た し︑今日 の清里町 の高

付 活動に大 きな役割 を果

納 税啓発や 納税貯蓄 ︑納

戦後の復 興期にお ける

合 で設立さ れていま す︒

納税成績 の向上を 目的に︑昭 和
35

同連合 会は︑納 税貯蓄組合 法により 納期内納 付や

年の活動 に幕を下 ろすことを 決定しま した︒

18

納税貯蓄 組合連合 会︵会長

町内で 納税の普 及・啓発に 取り組ん できた清 里町

納税貯蓄組合連合会が 年の
活動に幕を下ろしました

連絡先
企画財政課広報広聴係
電話 ２５−２１３６
り ました︒

日︑清里 中学校２ 年生と老

中学生と老 人クラブで
食を通じた 世代間交流
２月

松木 憲昭さんが表彰を受けました

清里 町監査 委員の 松木

日に札 幌市で 行わ

憲昭 さん︵向 陽東︶ が︑

２月

れた北 海道町 村等監 査委

員協議 会の総 会にお いて

今回 の表彰 は︑平 成８

表彰を受 けました ︒

年以上 にわ

しパン の調理を学 び︑その 場で一緒

老人 クラブの方 から昔懐 かしい蒸

された 功績に よるも ので

方自治 の振興 発展に 貢献

て監査 業務に 携わり ︑地

たって 町の監 査委員 とし

年４月 から

に味わ いましたが ︑砂糖な どの甘味

す︒
ートか ら作った糖 蜜をかけ ての試食
となり ました︒
また 老人クラブ の皆さん は︑新し

大西紀 章さん︶ を中心とし た︑

新 たな特産 品の開発 に取り組む ﹁むらお こし特産品 開発

清里町商 工会︵会 長
食する など︑今と 昔の食を 通じた交

事 業﹂で︑ 清里メロ ンの果汁と じゃがい も焼酎で作 った

を検討 し︑平 成

年 の商

と改良 ︑販売 ︑ＰＲ 方法

れてお り︑試 作品の 追加

力の創 造を目 的に進 めら

ランド 名とし ︑新た な魅

に﹁清 里田園 工房﹂ をブ

﹁北 海道東オホ ーツク﹂と秀峰 斜里岳の まちをイメ ージ

オ ン味噌ペ ースト﹂ の試作品が 完成しま した︒

﹁メロ ンビネガー ﹂と清里産 玉ねぎと大 豆で作っ た﹁ オニ

流が深 まりました ︒

い中学 校の校舎を 見学し︑ 給食を試

新たな特産品が開発されています

料が貴 重な時代の 味を体験 するため

たもの です︒

人々と 交流する﹂ をテーマ に行われ

時 間の 取 り 組 みの 一 環 で︑﹁地 域の

これ は︑中学校 の総合的 な学習の

流会が 行われまし た︒

人クラ ブ連合会の 皆さんの 世代間交

27

砂糖は 使わず︑味 付けは自 家製のビ

10

新た な特産 品が清 里の

味として 定着し︑ そして︑

新たな 活力創 造の起 爆剤

となるこ とを期待 します︒

4

広報きよさと

２００７．４

21

品化をめ ざしてい ます︒

20

まちの話題
22

年 度から﹁介護老 人保健施設 ﹂
﹁穀類乾 燥調製施設 ﹂︑平成

ＮＰＯきよさと観光協会が斜里岳山小屋﹁清岳
荘﹂の指定管理者になりました
清里町 では︑平成
年度か らは﹁緑 清荘﹂﹁パパス ランド﹂﹁清里 町管理の道 路橋梁及 び河川の 維持

年度 から﹁清 里町農山 村景

守

光 協会﹂が 行うこと になりまし たが︑今 後は︑観 光協

日︑ 清里高校 の平成

年度合格者 が発表さ れました︒

清里高校への入学希望者が増えています
３月

を 浮かべてい ました︒

れます︒

し た︒

日 ︑プラネッ ト

町内の女 性

薫さん︵網走市 ︶

で講 師にアロマ テラ

け てほしい ﹂との声が 聞かれる など大好評 の講

と もと興味 があり参考 になった ﹂﹁ぜひ講座 を続

良い香り が漂う会場 のなか︑参加者 からは﹁も

ジ オイル作 成を体験し ました︒

ン ドマッサ ージの実技 やオリジ ナルのマッ サー

基 本的な内 容を学んだ あと︑参 加者同士で のハ

人が参 加し︑ア ロマテラピ ーの

方 法などを 学ぶアロマ テラピー 講座が行わ れま

を 招いて︑ 香りがもた らす効果 や具体的な 活用

ピ ーインス トラクター の和田

２月

人 と︑

ど︑より 充実し た教育活 動が期 待さ

り︑生徒 同士の 競争力が 養われ るな

により生 徒の活 動や行事 が充実 した

考えられ ますが ︑生徒が 増える こと

やかで充 実した 教育活動 への評 価が

や教員︑ 地域が 一体とな ったき め細

入学希 望者の 増加理 由には︑ 生徒

員が見込め そうです ︒

最終人数 が確定 します が︑大幅 な増

後︑二次 募集の 結果を含 め３月 末で

例年に比 べると 二割以 上も多く ︑今

一次志 望によ る合格 者は

徒 や父母たち は︑受験 番号と見 比べながら 笑顔を見 せ︑安堵の 表情

正面玄関前 に合格者 の番号が 張り出され ると︑確 認にきてい た生

16

香りの力を実感したアロマテラピー教室

会 としての 独自の特 色や利点を 活かした 施設の管 理運
営 など新た な活動が 期待されま す

人が出場 し

日︑緑 スキー場で ︑各小学 校

町民スキー大会が行われました
２月

回清里町 民スキー大 会が行わ れ

れませ んでした ︒

ー場の 頂上まで 届く大きな 声援が途 切

子の懸 命な滑り を応援しよ うと︑ス キ

また ︑駆けつ けた父母か らは︑わ が

的に攻 めていま した︒

と︑ゲ レンデに 設置された 旗門を積 極

各選手 は︑日頃 の練習の成 果を出そ う

大回 転︑回転 ︑制限滑降 に出場し た

ました ︒

て第

の児童 や中学生 ︑一般の

25

50

管 理﹂に指 定管理者 制度を導入 して管理 運営を行 って
い ます︒
町では引 き続き︑ 平成

川筋

年４月か ら３年間 ︑町

日 には︑川筋会長 に
﹁公 の施設に 係る指定 管理

者 の指定書 ﹂
が交 付され︑平成

３月

式 決定しま した︒

さ ん︶﹂が 選定され ︑３月定例 町議会の 議決を経 て正

と なった﹁ ＮＰＯき よさと観光 協会︵会 長

度 を導入す るための 準備を進め ︑特定非 営利活動 法人

観 ・環境保 全施設︵ 斜里岳山小 屋︶﹂に 指定管理 者制

19

が 行ってき た斜里岳 山小屋の管 理業務を ﹁きよさ と観

19

45

97

17

19

座 となりま した︒

２００７．４

広報きよさと
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42
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