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佐藤蕾くんがファイターズジュニ
アの守護神として大活躍！
清里小学校 6 年生の佐藤蕾くん（上斜里中）が、
道内の野球チームで活動する小学校 6 年生で結成
されるファイターズジュニア（道内で 16 名）に

歌謡クラブのリーダーとして会長

ち取り、見事 0 点に抑えました。惜しくも試合に

盟）準指導員、平成２年に SAJ 指

職を 13 年間担うなど、会員の融和

は敗れてしまいましたが、初戦を勝利に導くなど、

導員資格を取得以来、清里町スキー

に努めるとともに、22 年間という

中心選手として素晴らしい活躍を見せてくれました。

協会会員への技術指導や、スキー教

長年にわたり文化連盟役員を担い、

室の指導員として中心的な役割を果

地域のリーダーとして本町の文化振

たすなど、長年にわたりスキー技術

興に大きく貢献されました。

14

日、プラネット研修室において、令和２年

昭和 60 年に SAJ（日本スキー連

１月

ンチの場面でリリーフ登板すると、相手打者を打

度文化賞・スポーツ賞授賞式が行われました。

2 のビハインドで迎えた 6 回、1 アウト満塁のピ

岸本教育長からの式辞の後、町の文化・スポーツ

また、2 試合目となるオリックス戦では、1 対

の発展に尽力された５名の方々に表彰状が贈られ、

ました。

その功績がたたえられました。また、受賞者を代表

は抑え投手として登板。見事チームを勝利に導き

して、文化賞に輝いた林茂男さんが謝辞を述べられ

タメン出場し、１対 0 のリードで迎えた最終回に

ました。

初戦の楽天イーグルス戦では、6 番レフトでス

文化賞

ナメント 2020 に出場しました。

林 茂男さん
（清里町文化連盟）

された NPB（日本野球機構）12 球団ジュニアトー

スポーツ賞

宮本 行雄さん
（清里町スキー協会）

選出され、昨年 12 月末に横浜スタジアムにて開催

令和２年度
文化賞・スポーツ賞に輝いた受賞者

の普及振興に尽力されました。

寄贈いただきました。

今回は新型コロナウイルス感染症の影響で直接

このフレームは、新型コロナウイルス感染症の

任命書を手渡すことはできませんでしたが、引き

終息を願い、日本郵便株式会社北海道支社が作成

続き清里町のＰＲなどを行っていただきます。

したもので、古くから疫病をおさめるとされてい

※写真は前回任命時のものです

る妖怪アマビエがデザインされています。
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スポーツ賞

られ、今回で 4 期目の任命となります（2 年任期）。

町へ「妖怪アマビエオリジナル切手フレーム」を

福田 一成さん
（清里町スキー協会）

岡崎さんは平成 27 年からふるさと大使を務め

理事の井関端野郵便局長はじめ３名が来庁され、

スポーツ賞

町ふるさと大使に任命されました。

12 月 21 日、北海道地方郵便局長会東北見地区

林 夏実さん
（網走南ヶ丘高等学校）

1 月 5 日、清里町出身の岡崎朋美さんが、清里

妖怪アマビエ切手フレームを寄贈

スポーツ奨励賞

春名 伸哉さん
（清里町水泳協会）

岡崎朋美さんがふるさと大使に任命

令和 2 年 8 月 29 日～ 30 日に江

令和 2 年 9 月 26 日～ 27 日に石

平成 22 年から清里町スキー協会

別市で行われた 2020 年度北海道体

狩市の北海道茨戸川ボート場で行わ

会長として、協会運営および教室に

育大会第 75 回北海道選手権水泳競

れた第 40 回北海道高等学校ボート

おける指導など、スキーの普及振興

技大会において、男子 200 ｍ自由

新人大会兼第 32 回全国高等学校選

に尽力されるとともに、平成 27 年

形で 5 位、男子 400 ｍ自由形で 5

抜ボート大会北海道予選会において、

から平成 30 年までは清里町体育協

位に入賞されました。

女子シングルスカルに出場し優勝さ

会会長として、町内スポーツの振興

れました。

に尽力されました。
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スピードスケート競技大会
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清里消防団員表彰状伝達式

1 月 23 日、町営スケートリンクにてスピード

1 月 15 日、プラネットにて清里消防団員表彰

スケート競技大会が開催され、たくさんの子ど

状伝達式が行われました。

もたちが参加しました。

今年は新型コロナウイルス感染症の影響によ

会場に集まった保護者や先生方から大きな声

り出初式が中止となり、分列行進などは行われ

援が送られる中、子どもたちは一生懸命ゴール

ませんでしたが、下記のとおり、分団への無火

を目指していました。途中で転んでしまう子も

災表彰をはじめ、延べ 19 名の消防団員へ各種

いましたが、すぐに立ち上がり、最後まであき

表彰状の伝達が行われました。

らめずに頑張る姿を見せてくれました。

令和 2 年度消防団員表彰状伝達式
表彰者（敬称略）
■令和２年中

無火災表彰

第 1 分団（継続日数 2,592 日）
第 3 分団（継続日数 1,571 日）
■退職消防団員に対する消防庁長官表彰

クロスカントリースキーコースが完成！
1 月 23 日から、旧光岳小学校グラウンドと隣
接農地を活用した、札弦クロスカントリースキー
コースが設置されています。
この取組みは、旧光岳小学校のグラウンドを有
効利用しようと、有志の町民の方々が考案したも
ので、パパスランドさっつるにて受付とクロスカ
ントリースキーの貸出しが行われています。

第２号報償

川筋 淳

功績賞２号
篠田 英司、工藤 一仁、岩井 真一
豊島 孝幸、大澤 俊道
優良賞４号
高尾 安泰、土生 圭、岩瀬 豊秀

■北海道知事表彰
30 年永年勤労章

■斜里地区消防組合表彰規定に基づく表彰

井田 直孝

20 年勤労章

大澤 俊道

10 年勤続章

渡辺 美穂

優良賞３号
増子 博康、西舘 昌宏、新井 大地
特別功労賞

髙橋 幸子

■北海道消防協会表彰
30 年勤続章

井田 直孝

10 年勤続章

渡辺 美穂、岩瀬 豊秀

（共創のまちづくり交付金事業）
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