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コープさっぽろ寄附

３/30

生活協同組合コープさっぽろ（大見英明理事長）
が、役場静内庁舎を訪れ、交通安全ランドセルカ
バー200枚を寄贈しました。
この寄贈は平成23年度から毎年行われ、今回で
６回目となり、寄贈枚数は1,390枚に上ります。
酒井町長は「将来を担う子どもたちにもしもの
ことが無いよう、目に取られるようなカバーを寄
附いただけたこと心より感謝申し上げます」と感
謝の意を述べました。

高静小学校

町交通安全推進協議会（会長・酒井芳秀町長）は、
町と静内警察署、交通安全関係団体とともに、町内
小学校の入学式に合わせて『新入学児童交通安全
啓発指導』を行いました。
各学校前で登校した新入学児童に交通安全の啓
発グッズが入ったレッスンバックを配布し、お祝い
の言葉とともに事故防止を呼びかけました。
今年度は６校で計173名の児童が真新しいランド
セルを背負い、華やかな姿で入学式に臨みました。
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鳥井忠夫さんが３月25日に白寿を迎え、静内緑
町の自宅で酒井町長から祝い状、町社会福祉協議
会・川越会長から記念品が贈られました。
鳥井さんは三石鳧舞で誕生し、25歳の時にヨネ
さんと結婚。２男・３女の子宝に恵まれ、孫とひ
孫はそれぞれ12人ずついます。
現在は、二男の家族と同居し、温かく見守られ
ながら、95歳のヨネさんとともに元気に生活して
います。

まちのできごと、話題
をお届けします。

三石小学校

新入学児童交通安全啓発運動 4/6~8
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白寿祝状授与

浦河地方法人会新ひだか支部寄附 ３/28

レキシントン市友好親善訪問団派遣 3/24～4/3

新ひだか推奨品認証書交付式 ３/22

公益社団法人浦河地方法人会新ひだか支部（幌村司支
部長）は、町特別養護老人ホーム蓬莱荘を訪問し、社会
貢献活動の一環として、車椅子等の寄贈を行いました。
また、蓬莱荘のほか、町特別養護老人ホーム静寿園へ
歩行補助具や電子レンジ等を寄贈しました。
同支部は、平成25年度から少年野球大会会場での「税
のＰＲ」活動や町立図書館への図書購入資金寄附などさ
まざまな社会貢献事業を実施しています。福祉施設への
寄贈は今回が初めてです。

姉妹都市の米国レキシントン市を、今年度の友
好親善訪問団（佐藤博正団長ほか13名）が訪れ、
学校訪問や競馬場などの施設見学、市長への表敬
訪問のほか、ホームスティなどを通して異国文化
を学び、交流を深めました。
帰町報告会では、団員一人ひとりが感想を述べ、
素晴らしい体験をしたことに対し、酒井町長が「百
聞は一見にしかず、この経験を生かし、社会に役
立つ人材になってほしい」と激励しました。

新ひだか推奨品認証委員会（原昭子委員長）では、
当町で生産される優れた産品を推奨品として認証
する『新ひだか推奨品認証制度』において、2016
新ひだか推奨品に４事業者７品を認定しました。
「クッキー工房 風」
「手づくり工房 さくら」
「カ
ネカ池田水産」「㈲丸富冨永水産」で生産されてい
る７商品に対し、観光情報センターぽっぽにて認
証書を交付し、今回の推奨品を加えて、計47品に
なります。

三石和牛有機堆肥休日販売

仮称・馬力本願プロジェクト推進会議

町誕生10周年記念事業実行委員会

４/2～24
ガーデニングや畑など
に 利 用 で き る『 三 石 和 牛
有機堆肥』の休日販売が
役場静内庁舎車庫前で行
わ れ、 ８ 日 間 を 通 し て、
多くの方が堆肥を買い求
めに来庁しました。

３/29
『第４回仮称・馬力本願プロ
ジェクト推進会議』が町公民館
で開かれ、30名の推進委員が
参加し、本プロジェクトの最終
的な方策の発表を行いました。
新年度より、実施可能なものか
ら方策を進める予定です。

３/28
『町誕生10周年記念事業第
５回実行委員会』が役場静内
庁舎で開かれ、13名の委員が
参加し、事業経過報告や今後
の事業について協議が行われ、
記念式典が10月15日に執り行
われることが決定しました。

町民芸術鑑賞会
３/26
町民芸術鑑賞会『辻村達生
＆ BOOFOOWOO フ ォ ー ク
コンサート』が町公民館で
開かれ、約100名が来場し、
フォークソングやクラシック
などのさまざまな楽曲を演奏
し、来場者を楽しませました。
shinhidaka
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ネット de 新ひだか
いつも広報新ひだかを読んでいただき、 ありがとうご
ざいます。 広報新ひだか以外に新ひだか町の情報ツー
ルがあることをご存知ですか？
新ひだか町では、 町公式ホームページや Facebook な
どの SNS を活用しており、 リアルタイムでさまざまな新ひ
だか町に関する情報を知ることができます。
また、 広報紙は電子書籍でもご覧いただくことができ
ますので、 この機会にぜひお試し下さい !

新ひだか町公式ホームページ
http://www.shinhidaka-hokkai
do.jp/
町政や防災情報、 募集情報などさ
まざまな情報を掲載しています。

新ひだか町 Facebook ページ

皐月賞制覇

４/17

『第76回皐月賞』
（ＧⅠ・芝2000メートル）が中
山競馬場で行われ、服部牧場（静内神森）の生産
馬ディーマジェスティ号が見事優勝を果たしました。
ディーマジェスティ号は、直線で外から一気に
足を伸ばし、２着に１．1/4馬身差をつけて快勝。
今年初の新ひだか町産馬のＧⅠ勝利は、久しぶ
りのクラシックとなりました。今後も新ひだか町
産馬の活躍に期待ですね。

https://ja-jp.facebook.com/

春の町民安全大会

４/12

町交通安全推進協議会（会長・酒井芳秀町長）主催の『「交
通事故死ゼロを目指す日」春の町民安全大会』がみついしふれ
あいプラザで開かれ、町民ら約250名が参加しました。
町老人クラブ連合会石原政子三石支部長による決意宣言や三
石小学校２年生による交通安全の約束で交通安全を誓いました。
酒井町長は、３月に起きた死亡事故を踏まえ「暖かくなり心
が浮き立つこともあるかもしれないが、歩行者、運転手、老若
男女それぞれが交通安全に対する意識をもって、これからの季
節を元気に過ごしてほしい」と述べました。

静内ロータリークラブ寄附 ４/ ６
静内ロータリークラブ（福田義信会長）が役場
静内庁舎を訪れ、町図書館静内本館の図書購入資
金として10万円を寄附しました。
図書館への寄附は、昨年に続き２回目となりま
す。昨年は、小説、詩集、古典文学などの49タイ
トル135枚のＣＤブック（朗読ＣＤ）を購入しま
した。
福田会長は「図書館充実のために役立ててほし
い。また、今後も継続していきたい」と述べました。

行事のお知らせや募集を中心とした
情報をリアルタイムで掲載しています。
※アカウント登録が必要です。

新ひだか町 Twitter
https://twitter.com/
行事のお知らせや募集を中心とした
情報をリアルタイムで掲載しています。
ホームページのフォトトピックスと連動。

◆広報新ひだか電子書籍
あい

ｉ 広報紙
http://ikouhoushi.jp/
広報新ひだかを掲載しています。 掲
載時にプッシュ通知でお知らせします。
※アプリのダウンロードが必要です。

マイ広報紙
https://mykoho.jp/
広報新ひだかを掲載しています。 気
になる単語で記事を検索することも
可能です。

Hokkaido ebooks
http://www.hokkaido-ebooks.
jp/
広報新ひだかを掲載しています。
インターネット、 アプリどちらでも OK ！
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真下建設寄附

４/18

真下建設（真下明代表取締役社長）が町教育委員
会を訪れ、町奨学資金として10万円を寄附しました。
昭和42年に真下辰夫会長により真下建設が創業さ
れ、来年で50周年を迎えるにあたり、地域貢献の一
環として、今年から平成32年までの５年間で年額10
万円、総額50万円を寄附いただきます。
真下社長は、
「進学したくてもできずに就職を余儀
なくされる子が多くいることを知って驚いた。学ぶ意
欲のある子たちの力に少しでもなれたら」と述べました。

静内地区保護司会通常総会
４/18
『静内地区保護司会通常総
会』が町社会福祉会館で開か
れ、約30名の保護司が参加し、
昨年度の事業報告や今年度の事
業計画について協議が行われま
した。また、総会後は定例研修
を行い、知識を深めました。

人権擁護委員委嘱状伝達式 ４/12
『人権擁護委員委嘱状伝達式』が役場静内庁舎で行われ、
法務大臣から人権擁護委員に委嘱された４名に酒井町長か
ら委嘱状が交付されました。
人権擁護委員に委嘱されたのは、藤島三千年さん（静内
緑町）、上水明子さん（静内真歌）、鎌田康人さん（静内高
砂町）、八木一洋さん（三石本町）で、全員再任となります。
人権擁護委員は、基本的人権の擁護のため、各市区町村
ごとに法務大臣が委嘱している民間のボランティアで、人
権擁護の各種啓発や人権相談を中心に活動しています。

ふれあいサタデー♪
４/ ９
『第10回ふれあいサタ
デー♪』が町公民館で開
かれ、日高朗読会「あ・
うん」による朗読と新ひ
だか沖縄三線うた会によ
る三線とうたの演奏が行
われました。

乗馬教室経験者コース

４/ ８

『町民子ども乗馬教室』の経験者コースがライディ
ングヒルズ静内で開かれ、子ども６名が参加しました。
子どもたちは慣れた手つきで、馬たちに馬具を装着
し、講師の指導の下、乗馬を学びました。
経験者コースは、町営施設になってから今回が初め
ての開催で、大人向けの乗馬教室もあり、年間を通し
て継続的に行われます。初心者コースは毎月募集して
おりますので、興味のある方は広報新ひだか「まなび
の広場」の募集要項をご覧下さい。

しずない桜まつり実行委員会
４/ ５
『第２回新ひだか町しずない
桜まつり実行委員会』がピュ
アプラザで開かれ、約20名の
委員が参加し、今年の桜まつ
りについて協議を行い、今年
は５月１日～８日の日程で開
催することが決定しました。
shinhidaka
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