
　平成27年度人権啓発活動地方委託事業の一環である
『人権の花運動』が町内７か所の小学校と保育所で行われ、
各施設の玄関先が子どもたちの植えた花々で彩られました。
　この事業は、子どもたちが花等の植物を植えたり、育
てる経験をすることにより情操を豊かにし、命の大切さ
や思いやりの心を身につけることを目的としています。
　今回は、高静小学校の書記局が花植えを行っていると
ころを取材しました。書記局の皆さんは、楽しそうな雰
囲気で話をしながらも、とても積極的に取り組んでいました。

ニュースフラッシュ

４

障がい福祉タウンミーティング
８/27

　町と町障がい者自立支援協議会

（穀本弘治郎会長）共催の『新ひ

だか町障がい福祉タウンミーティ

ング』が町公民館で開催され、北

星学園大学の教授田中耕一郎氏に

「障害者福祉の基礎理念と新しい

視点について」講演いただきました。

まちのできごと、話題

をお届けします。

ニュースフラッシュ

男の料理教室 人権の花運動

輝け！カラオケ夢舞台 ９/６

　輝け！カラオケ夢舞台実行委員会（静谷孝美委員
長）主催による『輝け！カラオケ夢舞台』が町公民
館で開催されました。
　審査による表彰がある第１ステージでは、一般参
加者25組32名が参加し、自慢ののどを競い合い、
美空ひばりの「みだれ髪」を熱唱した山口香代子さ
んが優勝しました。
　第２ステージでは町内カラオケサークルの７団体
14名が持ち歌を披露し、歌声で交流を深めました。

ニュース
フラッシュ

下水道の日一般公開

　９月10日の『下水道の日』にちなみ、三石浄化セ
ンターを一般公開しました。来場者は、施設内を見
学しながら汚水の処理工程を学び、下水道への関心
や理解を深めました。
　また、８月25日から27日にかけて町図書館本館、
28日から29日にかけて町図書館分館、30日には三
石浄化センターで「上下水道パネル展」が開催され、
来場者は興味深そうにパネルを見て、上下水道につ
いて理解を深めました。

９/４

北海道市場サマーセール ８/24～27

　日高軽種馬農協主催によるサラブレット１歳馬の競り市
「サマーセール」が静内神森の北海道市場で開催され、４日
間で812頭、約37億円の取り引きが行われました。
　25日には、静内農業高校が生産・育成をした牝馬「夏羽
月（うづき）」が上場し、350万円で日本中央競馬会（ＪＲＡ）
が落札しました。競り終了後には、落札の特典として静内
農業高校の生徒との記念撮影を行いました。
　日本で唯一の軽種馬生産の実習に取り組む静内農業高校。
これからの更なる発展、そして、夏羽月の活躍に期待です。

ゲートボール大会

　町老人クラブ連合会主催の

『第９回新ひだか町老連親睦

ゲートボール大会』が歌笛ゲー

トボール場で開催され、町内

各地区から計８チーム45名が

出場し、晴天に恵まれたなか、

熱戦が繰り広げられました。

静内霊園の地蔵衣替え

　町内の高木さんご夫婦のボランティアにより、静内霊園に
ある地蔵の手入れと衣替えが行われました。
　以前は、他の方が衣替えのボランティアをされていたそう
ですが、お盆の時期に冬の服装をしていた地蔵に気付き、確
認したところ今はやられていないとのことだったので、それ
ならと高木さんご夫婦が３年前の秋から始められたそうです。
　今回は、秋らしく赤い衣装。これから周りの木々が赤く色
づきおそろいになることでしょう。お彼岸でお参りに来る際
には、ぜひご覧下さい。

９/７

ふれあいの夕べ
８/22

　福祉のお祭りイベント

『第９回新ひだか町ふく

しトピア・第26回ふれあ

いの夕べ』が町公民館で

開催され、多くの町民で

にぎわい、さまざまな催

しを楽しんでいました。

８/24

シベチャリオープンテニス大会
８/30

　町テニス協会・新冠町テニ

ス協会（高田敏文、高橋和磨

大会長）による『第17回シベ

チャリオープンテニス大会』

が静内川河川敷右岸テニスコー

トで開催され、20名が参加し、

白熱した試合を繰り広げました。

製氷貯氷施設竣工式 ８/27

　ひだか漁業協同組合（梶川博組合長）が昨年10月から三石漁
港内に建設していた新たな『製氷貯氷施設』が完成し、同施設で
竣工式が開催され、漁協や町などの関係者約60名が出席しました。
　三石漁港には平成４年から製氷施設が稼働していますが、近年
はイカ釣り外来船が増加し、最盛期には氷が供給不足となってい
ました。新施設は９月１日から稼働を始め、これから本格化する
イカ漁や秋サケなどの鮮度を維持する氷として使用します。
　竣工式後には、製氷した角氷を粉砕し、コンベアで船積みする
工程を紹介しました。

　今年度１回目となる『男の料理教室』が静内保健福祉センター　今年度１回目となる『男の料理教室』が静内保健福祉センター
で開催され、男性９人が参加しました。で開催され、男性９人が参加しました。
　この事業は、65歳以上の男性を対象に町地域包括支援センター　この事業は、65歳以上の男性を対象に町地域包括支援センター
の介護予防事業の一環として行っています。の介護予防事業の一環として行っています。
　今回は、筋肉を育てるための栄養が摂れるメニュー「けんち　今回は、筋肉を育てるための栄養が摂れるメニュー「けんち
ん汁」「チーズ入り肉団子とじゃが芋の煮物」ん汁」「チーズ入り肉団子とじゃが芋の煮物」

「ミルク茶碗蒸し」「はちみつヨーグルトムー「ミルク茶碗蒸し」「はちみつヨーグルトムー
ス」を調理し、参加者は器用に包丁を使ス」を調理し、参加者は器用に包丁を使
いながら、真剣に取り組んでいました。いながら、真剣に取り組んでいました。

５

８/30

８/25



ニュースフラッシュ

６

夏休み子ども作品展
９/５～６

　『夏休み子ども作品展』

が町公民館で開かれ、町

内小中学生が夏休みに制

作した図工や自由研究な

ど107点の個性あふれる

作品が展示され、来場者

の目を楽しませました。

三石小学校社会科見学･出前授業 ９/11

　町上下水道課による『出前授業及び施設見学』が
三石小学校の４年生21名を対象に三石小学校と三
石浄化センターで開催されました。
　前半は教室での出前授業で、水道と下水道につい
ての話を上下水道課職員２名により行い、後半はバ
スで第二簡易水道施設や三石浄化センターへ移動
し、施設の見学を行いました。
　子どもたちはとても真剣な表情で、水道について
関心や理解を深めていました。

高静小学校着衣水泳 ９/11

　高静小学校６年生86名を対象とした『着衣水泳』
の授業が三石小学校プールで行われました。
　この授業は、体育専科である新冠町立朝日小学
校の沼倉先生の指導のもと、着衣水泳を経験する
ことで自分の命を守る大切さを学び、水の事故に
あってしまった時の対処法を知ることが目的です。
　町内小学校での着衣水泳授業は初めてで、着衣
水泳、ペットボトルを使う泳法、ライフジャケッ
トを着けた泳法の３つを体験指導しました。

稲田家臣団と淡路衆パネル展
９/５～23

　淡路島の市民団体「益

習の集い」（三宅玉峰代

表）主催による『稲田家

臣団と淡路衆』のパネル

展が町図書館で開催され、

200点以上の貴重な資料

や写真を展示しました。

ニュースフラッシュ

７

第40回シベチャリマラソン大会・2015二十間道路ハーフマラソン大会 ９/６

　シベチャリマラソン・駅伝大会実行委員会
による『第40回シベチャリマラソン大会』と
『2015二十間道路ハーフマラソン大会』が静内
川右岸スケートリンクを発着点に開かれ、町
内をはじめ道内外から過去最多の男女611名が
参加しました。
　ハーフマラソンには、286名が出場し、ゲス
トランナーとして川内優輝選手に参加いただ
きました。川内選手は、断トツの走りを見せ、
参加者の意欲を高めていました。マラソン日
和の下、沿道からの大きな拍手と声援を受け
ながら力走し、二十間道路ではコスモスに見
守られながら、懸命にゴールを目指しました。

救急の日記念講演会

　９月９日の「救急の日」にちなんだ記念講演会が新
冠町レ・コード館で開かれ、新冠町民、新ひだか町民
ら約250名が参加しました。
　町立静内病院の小松幹志院長が、「意識障害の見方
～突然目の前が暗くなったら～」をテーマに講演しま
した。小松院長は、意識障害と失神の違いや意識障害
の段階を紹介し、意識障害の程度や飲酒、病歴などを
参考に、具体的症状例から初期対応などの基本的な見
方について説明し、参加者は熱心に耳を傾けていました。

９/９

自転車事故防止啓発指導 ９/７

　町静内交通安全協会（岡﨑猛会長）は、役員をはじめ、町静
内交通安全指導員ら４団体約50名とともに、静内高校、静内
中学校、静内第三中学校で『自転車事故防止啓発指導』を行い
ました。
　下校する生徒らに啓発品（３Ｄスポークリフレクター）を配
布しながら、自転車の法改正があったことを伝え、マナーには
十分気を付けるよう声をかけました。また、学校近くの交差点
に指導員を配置して、自転車で下校する生徒の運転状況を確認
し、違反する生徒には一時停止させ、指導を行いました。

≪各競技優勝者一覧≫
競技種目 氏　名 市町村県名 記 録

ハーフ男子高校生～49歳 牧野 冴希 埼玉県 1:07:05

ハーフ男子50歳以上 平岡 幸彦 芽室町 1:21:26

ハーフ女子高校生～39歳 岡林 聡美 高知県 1:30:15

ハーフ女子40歳以上 須田 美紀 東京都 1:46:14

10km男子 今野 舜 新ひだか町 0:35:32

10km女子 高橋 綾 札幌市 0:42:23

５km男子中学生 沖田 龍之介 当別町 0:18:38

５km男子高校生～29歳 松井 颯汰 新ひだか町 0:18:23

５km女子高校生以上 中村 絵理夢 札幌市 0:22:24

５km男子30歳代 田村 亮 北広島市 0:17:27

５km男子40歳以上 中村 一郎 札幌市 0:19:03

３km男子小学５～６年生 都香 太陽 札幌市 0:11:22

３km女子小学５～６年生 近江 ののか 札幌市 0:12:01

３km女子中学生 本間 雛弥 小樽市 0:13:49

３km女子高校生～29歳 長谷 夏海 室蘭市 0:12:33

３km女子30歳以上 小舩 明代 浦河町 0:13:37

３km男子30～59歳 大宮 一哉 登別市 0:10:39

３km男子60歳以上 片岡 義文 釧路市 0:12:06

２km男子小学３～４年生 日下 賢将 日高町 0:07:49

２km女子小学３～４年生 小野田 悠 新ひだか町 0:08:51

２km女子50歳以上 岡林 恵美 高知県 0:10:30

1.5km男子小学１～２年生 徳田 蓮 新ひだか町 0:06:35

1.5km女子小学１～２年生 大島 陽菜 札幌市 0:06:40


