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斜里町のまちづくりと域医療を考える町民フォーラム（集会）に参加しました
◆７月６日（火）午後６時３０分から、ゆめホール知床で開催された町民フォーラムに参加しました。
◆主催の「斜里町地域医療協議会」には、連合会から林副会長、女性部会の藤谷部会長が委員
として参加しており、連合会としても各自治会長さん参加の呼びかけをしました。
◆講演を聴いて、私たちがすぐ出来ることは、普段の生活の中で予防に心がけること。
病院に通院する受診者（患者）の多くが慢性病で病気は完治せず、治療に時間がかかるというお話しに、
身体に異変を感じた時は放置せず病院へ行く。それがコンビニ受診を避けることにもなると思いました。
また、パネルディスカッションの中で、国保病院長の石村医師から『救急車には酸素を積んであるので、も
しもの時は救急車を使って下さい。』 副院長の合地医師は、 『将来的には訪問診療を考えて行きたい。』
と住民には大変心強いお話しをされていました。私たち町民も「地域社会が病院・医師を支え、共に作り
上げる。」ことにみんなで取り組んでいかなければならないと思いました。

自治会の紹介
中斜里開基１００周年の記念式典・祝賀会を
開催しました（写真右）
◆７月４日（日）午前 11 時から ガーデンハウス藤宛に
おいて、約１6０名が出席し、中斜里開基 100 周年の
記念式典・祝賀会を開催しました。
◆20 年 9 月に記念事業協賛会を立ち上げ、中村（前）自治会長が会長となって 50 名の役員構成で約 2
年をかけ、心に残る式典にするべく準備を進めてきました。
◆中斜里は、明治 43 年に水谷喜三郎、太田岩松両氏が入植、鍬を入れてから、先人の方々のご苦労によっ
て豊かな地域の基礎が作られ、今日まで引き継がれています。
◆６月２日、記念式典を前に中斜里公民館前に建立した「中斜里百周年記念碑」の除幕式を行い、今後も自
然を大切に、人間愛あふれる豊かな暮らしを目指して地域一同一丸となって進んでいくことを誓いました。
◆記念式典では、町長の村田均様はじめ 24 団体からご来賓
をお招きし、地域に貢献された方々（故人を含む）や現在活
躍されている方々に感謝状の贈呈を行いました。
◆祝賀会では、昔話しに花を咲かせ、川上小学校リコーダー部
による演奏、同小学校児童のよさこいソーラン、町内のグル
ープ～チキバンによる合唱等で楽しいひとときを過ごしまし
た。（写真右：次の世代を担う子ども達のよさこいソーラン踊り）
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女性部会からの報告・おしらせ
オホーツクサイクリング応援！！
7 月 4 日（日）、今年は美咲・大栄 1 号道
路での応援に、女性部会員１５名が駆け
つけました。
次々と走り抜けるサイクリスト達に、知る
人ぞ知る部会名物の「ガンガン」を叩き
ながら、心を込めて歓迎の応援をしまし
た。サイクリスト達は「ありがとう！」「ただ
いま！」と手を振ってゴールを目指し、力強
くペタルを踏んでいきました。

（写真：好天に恵まれ元気にゴールを目指すサイクリスト達）

七夕ライトダウン
◆平成２０年洞爺湖サミット開催初日に実施された、地球環境を考えた
「ガイアナイト」は「七夕ライトダウン」と名前を変えて、女性部会独自の
活動を続けて３年目になります。
◆毎年好評のキャンドルを作り、町内５ヶ所に置き町内外の方々にも参加
協力と理解を求めました。部会では、「出来ることから始めよう！」という
思いで実施しています。 （写真右：道の駅しゃり～

観光客の短冊が目立ちました）

◆７月７日（水）午後８時～１０時まで、家中の灯りを消してキャン
ドルだけの灯りの中で、今なぜ「Co2」の問題なのか家族で
話し合いをしていただけたと思います。
◆七夕飾りは、部会特製の柳の木を置き、用意した短冊に訪れ

◆出場 25 回目の今年は、特別賞をいただきました。
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じゃがらきで太鼓の

パワー全開！ 参加者皆で楽しみました。

上に乗れますように

◆チームワークを誇る部会役員は、準備から運行まで

町民皆んな元気で

ちゃねぷた」はいつもどおり元気いっぱい！！

平和でありますように

◆例年になく参加者が少なく残念でしたが、「おがっ

皆で笑顔で楽しく

の運行となりました。

過ごしたいなあ

◆今年も、ボランティア連絡協議会と合同で約 80 名

じいちゃんのびょうきが

ねぷた運行に参加

なおりますように

来られますよう
（写真上：ゆめホール知床 真剣に願い事を書く子ども）

またいつの日か斜里に

た方々から願い事を書いて下げていただきました。（一部抜粋）
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町内研修会を実施しました
◆7 月 17 日（土）、町内研修を実施し、68 名の会員
が参加しました。
◆ 午前の部：講 演 （町・消費者協会主催）
テーマ「本当は怖い？食品添加物」
女性部会は、協力団体として参加しました。
講師は、阿部司先生（NPO 法人熊本県有機農業
研究会 JAS 判定員等）で、添加物を使った実験と
軽妙なトークに引き込まれながらも、市販の食品の中には
多くの添加物が含まれていること、地産地消の大切さ、何よ
りも子どもにとって心身共に、手作りの食べ物が大変重要で
あること等を勉強させていただきました。（写真上）
◆ 午後の部：施設見学
「日の出学園ワークセンター青葉」 「NPO 法人みさきの風」
入園者による木工品や手芸のストラップ、コースター等（8 月
のふれあいタウンしゃりに出品予定）を見せていただいたり、
利用者の作業の様子や出来上がったパン等の販売等見学
させていただきました。

（写真上：日の出学園ワークセンターで作業場を見学）

障がいのある方、ない方が「共生」出来る施設のあり方を勉強させていただきました。
写真左
みさきの風～
（どんぐりの家）
代表の矢久保
さんから施設に
ついて説明を受
けました。
写真右上：利用者によるパンやお菓子作りの様子を見学

みちくさサロンのご案内
日

時

8 月 30 日（月）
午前 10 時～午後 2 時
場 所 道の駅しゃり
今月は「白玉ぜんざい」（限定 50 食）を
用意してお待ちします。
お話しやゲ－ムをしながら、サロン友達を作りませんか。リピーターになっていた
だければとてもうれしいです。
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児童福祉部会からのお知らせ

夏休み！！子どもたちと一緒に、ラジオ体操に参加して下さい！
ねぷた祭りも終わり、子どもたちの夏休みに合わせて、朝 6 時 30 分から町内 11 ヶ所でラジオ体操
を実施しています。
子どもたちとのコミュニケーションの場にもなります。家族、隣近所誘い合って参加して下さい。
「ラジオ体操カード」は、各小学校・はまなす・双葉・中斜里保育園・大谷幼稚園には配布してありま
すが、 大人の方々には郵便局か連合会事務局（役場内）でお渡ししています。ご希望の方はお申し
出下さい。参加者には、オホーツクカード健康ポイントがプレゼントされます。

夏休みは子どもたちが活発に行動します。
楽しい夏休みを過ごせるよう、事故に遭わないよう、みんなで『目配
り・心配り・見守り』をお願いします。

「町民仮装盆踊り・子どもの部」に参加して下さい！！
★と

き ： 8 月 15 日（日）

受 付・・・・午後 6 時 30 分から
踊り・審査・・午後 6 時 45 分～7 時 10 分
表彰式・・・・午後 7 時 15 分～7 時 25 分
★場 所 : 道の駅しゃり テラス（雨天時は、産業会館）
★テーマ : 「アニメ」または「ヒーロー」
★参加対象者 : 幼児～中学生
※参加希望の方は、当日、会場でお申込下さい。
★審査基準 : 手作り衣装・踊り・アイディアを総合的に審査。
★賞 品 : 優勝 20,000 円（商品券） 2～5 位 特別賞・参加賞
※仮装をしていない子も一緒に踊ることが出来ますので、多数ご参加下さい。

事務局日誌

（6 月末～7 月末）

■連合会

体操等準備(ゆめホール・5 名)

▲7/15 三役会議（役場・5 名）▲7/16 社会福

■女性部会

祉協議会との協議（役場・3 名）

▲7/1～3 七夕ライトダウンのローソク作り（朝日

■防犯部会

町第 3 自治会館・延べ 17 名）▲7/14 オホーツク

▲7/30 「自治連だより」折込み（役場）

サイクリング応援（美咲・大栄１号道路・14

■児童福祉部会

名）▲7/17 町内研修（日の出学園ワークセン

▲7/2 役員会（ゆめホール・9 名）▲7/3 商工

ター青葉、知床みさきの風・65 名）▲7/23 津

青年部との仮装盆踊り打ち合わせ会議（産業会

軽藩士殉難慰霊祭（役場裏慰霊碑前・4 名）同

館・3 名）▲7/4 網子連総会（遠軽町・1 名）

ねぷた参加（市街地・65 名）▲7/30 「自治連

▲7/7 ふれあいタウンしゃり企画委員会(社会

だより」折込み（役場）

福祉協議会・3 名)▲7/16 仮装盆踊り・ラジオ
4

