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飛渡 敬二さんの「みっちゃん」
第37回北海道花き品評会切花の部銀賞受賞

日高振興局長表彰伝達式
11月15日に『平成29年度北海道日高振興局長表彰』の伝達が役場
静内庁舎で行われ、表彰された４名のうち１名が出席し、くらし・子
育て担当の田原敦部長から表彰状が伝達されました。
今回は、社会福祉事業功労者表彰として、亀田純子さん（写真中央）
、
小林しげ美さん、櫻井隆さん、新堀靖峰さんが表彰され、酒井町長
から「継続は力なりで、今後も健康に気を付けてご尽力いただきたい」
とお祝いの言葉が述べられました。

７月20日に北海道花き振興委員会主催による『第37回北海道花
き品評会（切花の部）
』が札幌花き地方卸売市場で行われ、89点の
うち飛渡敬二さん（三石本桐）が出品したダリア「みっちゃん」が
銀賞を受賞し、11月29日に札幌パークホテルで授賞式が執り行われました。
飛渡さんは「今後の励みになります。農業実験センターの指導やＪＡみつい
しの協力、ダリア仲間、奥さんのおかげです。今後も良い花づくりを目指して頑
張ります」と喜びと感謝の気持ちを述べました。

日本ハムファイターズ野球教室
11月29日に北海道日本ハムファイターズ新ひだか後援会（折手裕
一会長）主催の『野球教室』が町静内体育館で行われ、町内の野球
少年団３チーム約70名が参加しました。
中島卓也選手と芝草宇宙スカウトが来町し、キャッチボールから
走塁、守備、打撃まで一つひとつ丁寧な指導が行われ、参加した児
童らは、一挙手一投足を見逃さないよう真剣な眼差しで取り組みました。

全道健康いきいきセミナー
11月30日に北海道老人クラブ連合会と町老人クラブ連合
会主催の『全道健康いきいきセミナー』が町公民館で行われ、
町内と日高町、千歳市から約140名が参加しました。
このセミナーは、健康づくり支援事業の一環で、順天堂
大学名誉教授の武井正子さんを講師に毎年全道各地で開催
されており、日高管内では初の開催となります。
参加者は、講義や実技を受け、高齢者の健康づくりに理
解を深めました。

みついし牛枝肉共励会褒賞授与式
11月30日に『第13回みついし牛枝肉共励会』の褒賞授与式
がＪＡみついしで行われ、畑端博志さん（三石本桐）が出品し
た「異端児」が最優秀賞に選ばれました。
11月29日に東京都中央卸売市場食肉市場で行われた審査に
は、選抜された36頭が出品され、うち33頭が評価の高いＡ５・
Ａ４ランクの好成績を収めました。

三石消防団新入団員辞令交付式
12月１日に『三石消防団新入団員辞令交付式』が消防署
三石支署で行われ、女性８名が入団し、17年ぶりの女性消
防団員が誕生しました。
三石消防団は、５分団（三石・延出・鳧舞・本桐・歌笛）
で組織され、今回の入団で団員数は126名となります。
新入団員は「女性の立場から災害弱者の目線に立ち、少
しでも地域に貢献したい」と意気込みを述べました。
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ライディングヒルズ静内では
障がい者乗馬の効果や
馬の特性について学びました
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町の出
町の出来事を写真でお届け！

11／15~16
11／

北海道科学大学連携協定による
理学療法学科の見学実習

12／７ 町総合町民センター完成
町誕生10周年記念植樹

第２次総合計画に係る答申書提出
11月21日に町総合計画審議会（幌村司会長・委員28名）は、まち
づくりの最上位計画である「新ひだか町第２次総合計画」に係る答申
書を町に提出しました。
この答申書は、今年２月に酒井町長から同審議会に諮問して以降、
審議会３回、専門部会４回にわたり慎重に審議を重ねたほか、町民か
らも意見を募集し、町政運営の基本事項（将来像、基本理念、基本方
針など）について作成しました。
町では、この答申内容を最大限に尊重しながら最終案を固め、現在
の第１次総合計画が満了する平成30年３月末までに計画を決定します。

町内９郵便局・苫小牧郵便局と協定調印
「包括的連携に関する協定」
11月22日に町と町内９郵便局及び苫小牧郵便局は『包括的連携に
関する協定』を締結しました。
この協定は、高齢者などの見守りや道路損傷、不法投棄の情報提
供など７つの連携項目で相互に協力し、見守り活動での異変や情報
提供などに効果的に取り組むものです。
加茂川輝彦静内御幸郵便局長は「郵便局のネットワークを生かし、
地域の活性化に貢献したい」と述べました。

吉鷹奈津子 ピアノの夕べ
11月29日に吉鷹奈津子後援会（中沢儀則会長）主催によ
る町総合町民センターオープン記念『吉鷹奈津子ピアノの
夕べ』が同会場で開かれ、約200名が来場しました。
コンサートは二部構成で、モーツァルトの「ピアノソナ
タ14番 K.457ハ短調」やショパンの「幻想即興曲」を演奏し、
来場者は晩秋の夜にピアノの美しい旋律を堪能しました。
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Hidaka Player's Talk! 2017
11月15日（水）ピュアプラザ２階で「第３回Ｈｉｄａｋａ Ｐｌａｙｅ
ｒ’ｓ Ｔａｌｋ！」を開催しました。
今回も70名の方に聴講いただきました。交流会にも20名
以上の方が集い、今までなかった新しい人とのつながりや
新しい発見をしていただけたようです。
今回は、太田養蜂場の太田一徳さん、ナナクラ昆布代表
の木村真依子さん、クラックステーブル代表の村上進治さ
んが、それぞれの熱い想いや取組を語ってくださいました。
次回は、１月17日（水）に第４回を開催予定です。初の10
代プレゼンター、厚真町からのプレゼンターなど、話題盛りだ
くさんな４名が登壇する予定です。
なお、Ｈｉｄａｋａ Ｐｌａｙｅｒ’ｓ Ｔａｌｋ！は、来年３月14日（水）の
第５回が最終回となります。

はちみつフェス

口 将士 隊員
樋

野表 忍さんへ
森林づくりコンクール優秀賞伝達

12月３日（日）にホテルアネッ
クスイン様のご厚意により、１階
グランカフェをお借りして、また、
太田養蜂場様にも協賛いただき、「はちみ
つフェス vol.2 ～winter market～」を開催
しました。限定20名の「癒しのケア体験会」
は、１週間以上前に予約いっぱいとなり、と
てもにぎやかで楽しく、癒される時間となりま
した。今までありそうでなかった、地元の女性
による女性のための楽しいイベントになったと
思います。

12月４日に『平成29年度ほっかいどう地球温暖化防止貢献の
森林づくりコンクール』に係る伝達式が役場静内庁舎で行われ、
野表忍さん（静内西川）がカラマツの部で優秀賞を受賞し、日
高振興局森林室の岡本直規室長から表彰状が伝達されました。
野表さんは「もうかる林業について考えながら手入れをして
きた。今後も健康に気をつけて頑張りたい」と述べました。

子育てスキルアップ講演会
12月５日に『子育てスキルアップ講演会』が町保健福祉
センターで行われ、親子約60名が参加しました。
講演会では、講師の北海道大学病院小児科医の竹崎俊一
郎先生が「子どものアレルギー」をテーマに「気管支喘息」
や「アトピー性皮膚炎」
、
「食物アレルギー」について説明し、
参加者は、症状や対応方法などの知識を深めました。

H ida k a P l ay e r ' s T al k !
Fa c e b o o kページ

東静内ことぶき大学
ダンボールベッドづくり・男の料理教室

開催情報や過去の動画を
こちらに掲載しています

Vol.13

新ひだか町地域おこし協力隊
活動レポート
12月７日(木)に静内小学校体育館にて、 各グループが発表
を行いました。
・ 馬産地の歴史…パンフレット
・ 馬について…紙芝居
・ 牧場のお仕事…新聞
・ 装蹄師のお仕事…ペープサート
・ 獣医師のお仕事…模造紙
まとめ作業は、 休み時間や昼休みにも自主的に行っていました。
どのグループも立派に発表していて、 素晴らしかったです。
ひづめ
「蹄」 という文字が自然に書けるようになったり、 作業中に馬
について話す子どもたちの姿が馬産地ならではだなと実感しました。
これからも学校で馬を学ぶことを継続できれ
ばと思っています。 ご協力いただいた皆様、
本当にありがとうございました。
岡田 義広 さん

宮下 裕行 さん
宮

★１月16日～28日
町博物館ロビーにて展示します ！
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静内小５年生 総合的な学習の時間
「新ひだか町の馬について調べよう」 総合発表会

12月５日に『東静内ことぶき大学』が東静内会館で開催され、今月
の学習会内容として「ダンボールベッドづくり」と「男の料理教室」
が行われ、約30名が参加しました。
ダンボールベッドは、災害時の避難所生活用として注目されており、
道地域防災マスターと防災士の資格を持つ浅野勇夫さん（東静内）を
講師に、３グループに分かれて組み立て、完成後は寝心地などを確認
しながら、感想を述べ合いました。
男の料理教室では、町管理栄養士を講師に５つのメニューを調理し、お昼ご飯として、参加者みんなで料
理をおいしく味わいました。

～獣医師編～
11月12日(日)にイノウエ ・ ホース ・ クリニックにて、
獣医師のお仕事を見学しに行きました。
体温を測定する水銀計は、 日常生活ではほとんど
使用しないので、 見方に苦戦していました。 その後、
聴診器を使い、 気道音、 鼓動を聴きました。 体も
大きいので音もはっきり聞こえました。
更に直腸診も見学し、 初めて見る
検査に驚く子も多かったです。 獣医
は体力勝負とのお話もあり、 大変な
仕事ですが、 「動物の命を救うやり
がいのある仕事だと思った ！ 」 という
獣医師 井上 裕士 さん
感想が多かったです。
ご協力いただきました井上裕士先生、 ＬＥＸ様ありが
とうございました。
次回はいよいよ最終回 ！ 「もくし」 作りに挑戦します。

町議場で町おこし策提案
静高３年生 「日高地域研究」
静内高校３年生の地理歴史公民科の学校設定科目「日高地域研究」で地
域おこし協力隊樋口隊員を講師に、10月から５回にわたり「日高の未来を
考えよう」をテーマとした、講義やワークショップが行われました。
12月６日の最終回には、３年生19名が町議会議場を訪れ、酒井町長や
細川議長、町議会議員が出席する中、インスタ映えするフォトスポットの
作成や婚活イベントの実施など、これまでの学習成果を発表し、最後に生徒代表の松田祐
作成や婚活イ
也さんより酒井町長と細川議長へ報告書が手渡されました。

三石小６年生

税について学ぶ

12月７日に町税務課職員による出前授業『租税教室』が三石
小学校６年生19名を対象に行われました。
「消費税が25％の国は？」
「日本には何種類の税金がある？」
などの３択クイズをはじめ、税金マップやアニメビデオの観賞
を通して、毎日の生活の中で税がどのように使われているのか
を楽しく学び、税について知識を深めました。
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◀書を楽しむ「和」の会

◀三石中学校３年生

◀延出郷土芸能保存会
デイサービスセンターみついし ▶
ＮＺＰＧ▼

▼ルノールバレエグループ
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◀白川絵手紙同好会

祭
三石詩吟同好会 ▶

ソシアルダンス来夢来踏 ▶

▼静内第三中学校３年生

◀北海道樽前岳風会静内支部

和紙ちぎり絵サークル▲
◀三石小学校３年生
歌笛老人クラブ▼

◀ TASH I RO Ga r den 's

10月20日の 「作品展示第1展示」 より幕開けした
『第12回新ひだか町民芸術祭』
町内で活動している多くのサークルや団体がこの日に向
けて、 日頃の練習や作品の制作を頑張ってきました。
静内地区は町公民館、 三石地区は町総合町民センター
で行われ、 当日は、 素敵なステージや作品が披露 ・ 展
示され、 どちらの会場も多くの来場者でにぎわいました。
今年もたくさんのご参加 ・ ご来場ありがとうございました ！
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静内高校茶華道部 ▶
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