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ホタテ・カキの養殖施
カキの養殖 設が新しくなります!
〜産地水産業強化 援事業の取組み〜
〜産地水産業強化支
寿都地域マリンビジョン協議会※ では「既存資源の付加価値化と活用」「地域おこし組織機能強化と実
践」「他産業との連携を通じた観光産業の発展」の三項目を掲げ、まち全体の交流人口を増やし、地域の元
気を創出する取組みを行っています。
その一つである「既存資源の付加価値化と活用」を推進・強化するため、寿都町漁業協同組合が中心とな
り、北海道寿都町水産業産地協議会を設立し、産地水産業強化支援事業を進めています。
その事業内容について、寿都町漁業協同組合長である佐藤誠さんにお話を伺いました。

旧施設の状況

●なぜ北海道寿都町水産業産地協議会を設立したのですか？
当協議会は、寿都町漁業協同組合をはじめとする寿都商工会、寿都町観光協会、寿都水産加工協同組合、
株式会社寿都振興公社、大磯商店街協同組合、寿都建設協会、寿都地区プレジャーボート協議会及び寿都町を
構成員として、漁業者の所得向上及び漁村の６次産業化を通じた水産業の強化を図るため立ち上げました。
特に、ホタテは、資源変動に左右されずに生産することが可能であり、またカキは、徐々に知名度が向上
している水産物です。水産業の強化には、これらの水産物の生産をさらに安定させ、漁業所得の向上及び地
域ブランドとしての知名度を向上させることが重要であると考え、今回、国の補助を受け、産地水産業強化
支援事業（ホタテ・カキの養殖施設再整備事業）を行うことにしました。

●産地水産業強化支援事業ではどのようなことをするのですか？
ホタテ・カキの養殖は、寿都町漁業協同組合をはじめとする水産関係者が、生産力向上に力を注いでいま
す。しかし、現在のホタテ・カキの養殖施設は、整備されてから４０年以上を経過し、著しい老朽化がみら
れること、それに加え、近年の大型台風や爆弾低気圧などの気象現象により施設の破損、蓄養物の流出な
ど、漁業被害が多いため、養殖施設の更新が必要な状況でした。漁業者の所得向上、ホタテ・カキの地域ブ
ランドとしての知名度の向上には、養殖施設の再整備化は欠かすことのできない事業です。
この事業では、今ある養殖施設の保全強化をするため、ロープ類の材質改善や固定力強化による時化など
の耐波性の向上を図ります。そして、効率的な生産確保を行うため、今ある養殖施設は４１８基あるのです
が、新施設において５００基に増設し、施設配置の見直しを行い、ホタテ・カキの生産の拡大を図ります。
また、ホタテ・カキの販路拡大や地域ブランドの知名度を向上させるため、生産技術を向上させる試験事
業や養殖施設の利用調整、市場動向調査・商品開発・経営分析や知名度向上に向けた情報発信力の強化など
を行い、総合的なマーケティングを実施します。

●新施設の特徴●
・幹網などの材質及び太
さをより強固なものに
しています。
・浮子を旧施設のものよ
り大きくし、地面に打
ち込み式のアンカーを
設置しています。

新施設の状況

●事業はいつまでするのですか？
施設の保全強化については、平成２６年度に２５０基、平成２７年度に２５０基の２カ年にわたり整備し
ます。また、販路拡大や地域ブランドの知名度向上の推進については、施設の保全強化とともに平成２６年
度から平成３０年までの５カ年で事業を行っていきます。

●この事業に期待することは何ですか？
新施設が完成すれば、より安定した漁業の構築と漁業所得の向上、さらには養殖事業全体の収益増加に向
けた漁業生産の底上げになると考えています。また、新たな担い手の確保に期待できると考えています。

◆漁業者の方からのコメントをいただきました◆
●寿都ホタテ部会長の亀谷憲昭さん●
若い担い手の方に、良い条件で施設を残せることやより安定した収入の増加につなが
ることが期待できるので、大変うれしく思っています。
●歌棄寿カキ養殖部会長の佐藤正幸さん●
新施設ができることにより、養殖事業全体の収益増加が見込め、また、さらなる寿カキ
の知名度の向上につながっていけば良いと思っています。
※寿都マリンビジョン協議会とは、寿都湾を中核として漁業や水産加工業・商業のほか自然・歴史・文化を最大限に活用し、他産業や
他市町村と連携することにより、都市圏との交流人口を増加させ、寿都町の活性化を図ることを目的に設立された協議会です。

施設の再整備の様子
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第64回

社会を明るくする運動

「社会を明るくする運動」は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪
を犯した人たちの更生について理解を深め、力を合わせ支えあい、犯罪
のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。
本町でも、強調月間に合わせ、７月１５日に総合文化センター前広場
においてセレモニーを実施しました。
第６４回社会を明るくする運動寿都町推進委員会の委員長である片岡
春雄町長が開催のあいさつを述べ、法務大臣や北海道知事からのメッ
セージ伝達、寿都警察署の浅野悦男署長のあいさつのほか、寿都中学校
生徒会長の三浦智大さんによる決意表明がありました。
最後に、寿都小学校スクールバンド、潮路小学校鼓笛隊による演奏を披
法務大臣メッセージを代読する
露し、多くの参加者の拍手のなか、今年度のセレモニーが終了しました。 越前谷由樹寿都地区保護司会寿都支部副支部長

標語入選作品
小学５、
６年生と中高の１、
２年生を対象に｢社会を明るくする運動の標語｣を募集し、
１４８点(小５０、
中３９、
高５９)
の応募がありました。作品は、
どれも｢明るく住みよいまちにしたい｣という思いが表れた作品ばかりでした。その中か
ら、
入選した作品をご紹介します。

小学生の部
最優秀賞
優 秀 賞
佳

作

大丈夫！ 一人じゃないよ みんながいる
佐藤 夏美（潮小６）
かんがえて あの子の笑顔 きえたわけ
みんなで助け合う すてきな町
西村弥呂斗（寿小６）
あいさつは 心の扉を 開けるカギ
中濱
蒼（潮小６）
いじめをね なくしていこう みんなとね
土本 麗奈（潮小５）
大切に たった一つの 命たち
三上 大翔（寿小５）

三浦智大さんによる決意表明

中学生の部
最優秀賞

キズつけないで！ あきらめないで！ 命の重さはみな同じ
人生にリトライなんてありません
能登 百花（寿中１）
薬物は 百害あって 一利なし
みんなで持とう 断る勇気
川上 真依（寿中２）

優 秀 賞
佳

作 「大丈夫？」 その一言が 支える命
大 山ことみ（寿中１）
みんなの笑顔で一人を元気に
みんなで手をとり助け合える町に 高杉
一人が笑えばみんなが笑う
つなげよう 笑顔の連鎖
斉藤

寿都小スクールバンドによる演奏

隼人（寿中１）
圭祐（寿中２）

高校生の部
最優秀賞
優 秀 賞
佳

作

一人の笑顔でみんなを笑顔に
作ろう笑顔であふれる町
ありがとう 素直に伝え 笑顔の和

高杉

綾乃（寿高１）

茂泉

慎吾（寿高２）

大森

剛美（寿高２）

中濱

七花（寿高２）

成田

幸也（寿高１）

ダメなこと 悪いといえる その勇気
泣き笑い 皆支え合い 分かち合う
人々の 笑顔を守るは 思いやり
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潮路小鼓笛隊による演奏
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はつ ら つ す っ つ 人

町民課健康づくり係
電話 ０１３６ー62ー2513

ボディチェン開催中!!

暑い時こそ、運動しま
しょう！水分補給は、
お忘れなく。

暑い日が続きますが、「夏バテで動きたくない」
「ビールが飲みたくなる」といった言葉を耳にしま
す。あまり動かない状態で、お酒の飲む量が増える
と、夏バテしているのに体重が増えたということに
なりかねません。
ボディチェンは、８月から二の腕をテーマに運動
を行います。ほっそりした腕を目指したい方はもち
ろん、夏になると動かないという方もこの機会にぜ
ひ、ご参加ください。

託児も行っています
ので、小さいお子さ
んをお連れの方もぜ
ひ、
ご参加ください。

★８〜９月の開催予定★
◎講師の回（火曜日）
場 所：総合文化センター
日にち：８／５、１９、９／２、１６、３０
◎軽スポーツの回（水曜日）
場 所：ファミリー体育館
日にち：８／２７、９／１０、２４

健康チェックに健診を活用していますか？
○５月に実施した「いきいき健診」の結果をお知ら
せします。
（単位：名、下段（

受診者
男性

女性

39歳以下

19

30

40～74歳

111

113

75歳以上

22

34

計

152

177

メタボ該当者

○胃がん検診
受診者
異常なし
要精密検査

）は％）

メタボ予備軍

男性
女性
男性
女性
5
1
0
0
(5.3)
(26.3)
11
13
6
26
(11.7) (1.9) (23.4) (9.7)
7
6
3
0
(27.2) (20.6)
(13.6)
18
37
17
6
(11.2) (3.4) (24.3) (10.2)

５月の健診の結果、男性受診者の４割弱、女性受
診者の１割強の方が、メタボ該当者やメタボ予備群
でした。
内臓脂肪のつきすぎに危険因子（高血圧・脂質異
常・高血糖・喫煙習慣）がプラスされるとメタボ該
当者やメタボ予備群と言われます。自覚症状がない
からといって放っておくと、じわじわと動脈硬化を
進行させ、生活習慣病を引き起こします。
そうならないためには、早めの予防が肝心です。
第一歩として、健診を受け、身体の調子を知りま
しょう。そして、健診は、“受けた後”が大切で
す。運動不足や野菜不足になっていませんか。健診
を機会に自身の生活を振り返り、できることから少
しずつ、生活習慣を見直していきましょう。
5
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生活習慣病健診（特定健診）
３２９名受診

166名
155名
11名

○大腸がん検診
受診者
206名
異常なし
191名
要精密検査
15名

○肺がん検診
(X線･CT検査)
受診者
242名
異常なし
165名
要精密検査
4名
有所見
73名

○前立腺がん検査

○肺がん検診
(喀痰検査)
受診者
11名
異常なし
10名
経過観察
1名

○骨粗鬆症検査

○肝炎検査
受診者
異常なし
要精密検査

○内臓脂肪測定
受診者
21名
異常なし
16名
内臓脂肪型肥満 5名

24名
23名
1名

受診者
異常なし
経過観察
要精密検査

受診者
異常なし
経過観察
要精密検査

41名
22名
16名
3名

36名
12名
23名
1名
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
前期ジュニア水泳教室の終了

ウィズコムカレッジ
趣味・仲間づくりコースの開催

小学１～３年生の１２名が参加した前期ジュニア
水泳教室が終了しました。
指導者の皆さんが、習熟度に合わせた適切な指導
のおかげで、初回では水を怖がっていた子も最終日に
はしっかりと水に顔をつけて泳ぐなど、予想以上の
成長ぶりで、子どもたちは自信が持てたようでした。
８月１９日（火）からは、後期がスタートしま
す。更なるレベルアップを目指し、ぜひ継続して参
加してください。
※今年度からプール利用料
が無料となっていますの
で、健康づくりや体力づく
りなど様々な場面でぜひ、
ご利用ください。

今年のウィズコムカレッジ「趣味・仲間づくり
コース」は、２教室となっています。どちらの教室
も和気あいあいと楽しい雰囲気ですので、ぜひ、お
誘い合わせの上、ご参加ください。
なお、どちらの教室も、教育委員会窓口または、
電話でお申し込みください。

第１弾・絵手紙教室
～「下手でいい！下手がいい！」が合言葉～
○開 催 日
○開催時間
○会
場
○内
容
○参 加 料
○定
員

ブックスタートが始まります！
ブックスタートとは、
「赤
ちゃんと本との初めての出
会い」です。赤ちゃんは、
自分では本を読めなくて
も、読み聞かせには興味を
示します。
８月の３～４カ月健診から、スタッフによる読み
聞かせと本のプレゼントを開始します。プレゼント
された本で、ご家庭でも赤ちゃんに読み聞かせをし
てみませんか。対象は、平成２６年４月２日以降に
生まれた赤ちゃんです。
図書室にも、赤ちゃん向けの絵本が多数あります
ので、ぜひ、ご利用ください。

○持 ち 物
○講
師
○申込締切
○そ の 他

第２弾・デジカメ写真教室
～日常にもっと写真を取り入れましょう～
○開 催 日
○開催時間

ルールを守りましょう！
～総合文化センターの利用～

○会
場
○内
容
○参 加 料
○定
員
○持 ち 物

最近、総合文化センター及び屋外ステージ付近に
ゴミが放置され、特に自動販売機や絵画の裏などに
ゴミの放置が目立っています。
ご利用の際は、必ずゴミを持ち帰り、誰もが快適に
利用できる環境づくりに、ご協力をお願いします。
また、８月１３日（水）から１５日（金）までの
３日間は、総合文化セン
ターを含む各施設の開館
時間が変更となりますの
で、ご注意ください。
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９月３日、１０日の全２回
１８：３０～２０：３０
※受付開始 １８：１５～
総合文化センター１階 創作活動室
絵手紙制作
無料
２０名（一般の方に限ります）
※定員になり次第、締め切ります。
絵の具
蘭越町絵手紙
サークル
８月１９日（火）
絵の具をお持ちで
ない方は、ご相談
ください。

○講
師
○申込締切

6
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９月９日、１６日、２７日の全３回
９月９、１６日は１９:００～２１:００
※受付開始１８：４５～
９月２７日は９：００～１２：３０
※全町歩こう会へ参加します。
総合文化センター１階 健康管理室
写真撮影の基本から応用までを学びます。
無料
２０名（一般の方に限ります）
デジタルカメラまたは
携帯電話(カメラ機能付き）
※必ず、どちらかをご持参ください。
寿都カメラ 西村 なぎさ氏
８月２９日（金）
※定員になり次第、
締め切ります。

みんなの診療所 No.83
寿都診療所は、家庭医療の教育施設として医科大学医学部の学生や研修医などの
受け入れを積極的に行っています。
昨年度からは、倶知安厚生病院で働く後藤高明先生が、月２回寿都診療所で研修
を行っています。
今月は、後藤先生が「漢方」についてお話します。

後藤

高明

医師

漢方って何?

漢方薬って効くの?

漢方はもともと中国で発達し、日本に伝わり独自
の発展をしてきた伝統医学で、人が本来持っている
自然治癒力を高めることに重点をおいています。
漢方薬は、“生薬（しょうやく）”と呼ばれる草
根木皮や鉱物などの天然物を組み合わせて作られて
います。西洋薬剤にも植物由来の薬はありますが、
漢方薬は複数の生薬を組み合わせて作られるという
点が異なります。

漢方薬は、長く飲み続けなければ効かないと思っ
ている方もいらっしゃるようですが、即効性のある
漢方薬も少なくありません。
かぜに処方される漢方薬や、こむらがえりに処方
される「芍薬甘草湯（シャクヤクカンゾウトウ）
は、即効性のある薬のひとつです。
また、肩こり、冷え性、更年期障害など西洋医学
が苦手とする分野に対しても有効な漢方薬がありま
す。
そのような症状のある方は、かかりつけの医師や
薬剤師に相談してください。

漢方って苦いの?
漢方薬は、食事と食事の間（いわゆる食間）、つ
まり空腹時に飲むのが最も効きやすいと言われてい
ますが、飲み忘れてしまった場合は、食前でも食後
でも良いので、気付いたときに飲んでください。
また、エキス剤の飲み方としては、お湯に溶かし
て飲むのがおすすめです。お湯に溶けきらないのが
気になる方は、少量のお湯にエキス剤を入れて、レ
ンジで温めてからお湯を足すと良いでしょう。にお
いや味が苦手で飲めない場合は、溶かさずに、ぬる
めの白湯や水で流し込むことも良いでしょう。飲む
時間も飲み方もきっちりではなく、おおよそで大丈
夫なのです。自分に合った漢方薬だと味が気になら
なかったり良いにおいに感じたりすることがありま
す。
ちなみに、私は、パソコン画面の見過ぎで肩が
こって頭が痛くなることがありますが、その時は、
「葛根湯」をお湯に溶かしてお茶代わりに飲みま
す。シナモン（桂枝）の良い香りがして美味しいで
すよ。

診療所で処方される漢方薬
本来の漢方薬は、生薬をお茶のように煎じて飲ん
だり（湯剤）、細かく砕いて粉にして飲んだり（散
剤）、粉をハチミツでかためて飲んだり（丸剤）し
ます。それぞれ名前で見分けることが出来ます。
「○○湯」という名前の漢方薬は湯剤、「○○
散」は散剤、「○○丸」は丸剤です。
ところが、診療所で処方される漢方薬は「葛根湯
（カッコントウ）」も「香蘇散（コウソサン）」も
「八味地黄丸（ハチミジオウガン）」も同じ細かい
粒状です。実は、現在、医療用として使われている
漢方薬の多くは“エキス剤”なのです。
エキス剤とは、生薬を煎じた液からエキス（成
分）を抽出し製剤化した、いわばインスタントコー
ヒーのようなものです。煎じる手間がかからない
上、長期保存も可能です。
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まちの
出来事＆
お知らせ

杉本智恵子さんへ
知事感謝状

立命館慶祥中学校生活体験学習
本町では、都市と
の交流人口の増加を
目指し、中心的産業
である漁業と地域の
魅力を伝える取組み
をしています。寿都
の自然や産業を体験
してもらうため、今
年も立命館慶祥中学校（江別市）１年生の生徒の受
け入れを行いました。
今年は、１８６名の生徒が来町し、７月２３日か
ら２５日までの３日間、体験乗船や漁業学習、町内
の一般家庭に宿泊するなど、寿都での生活を体験し
ました。
今年は、新しくできた蓄養場
で、ウニの生態の説明を受け、
生徒たちは、興味津々の様子で
話に聞き入っていました。寿都
での体験は貴重な思い出となっ
たことでしょう。
また、この行事では、多くの
町民の方々にご協力をいただき、
誠にありがとうございました。

磯谷町能津登の杉本智恵子さんが、戦没者遺族の
援護事業に長年にわたり尽力されてきた功績が認め
られ、このほど、北海道知事から感謝状が贈られま
した。
杉本さんは、平成１１年５月から現在まで、寿都
町遺族会理事として、会務
の運営や事業の推進、担当
会員に対する相談援助など
同会の運営にご尽力されま
した。
杉本さんには、これから
も本町の援護事業にご尽力
いただきたいと思います。

八子國昭さん
防犯功労者表彰受賞
新栄町の八子國昭さんが、地域における犯罪予防
などの地域安全活動に長年にわたり尽力された功績
が認められ、平成２６年度防犯功労者として北海道
防犯協会連合会理事長から表彰されました。
八子さんは、昭和４５年から寿都警察署少年補導
員を務め、平成１７年から新栄ナンバーワンパト
ロール隊副隊長、平成元年からは、防犯推進委員と
なり、平成２１年に、地
域安全活動推進委員統括
リーダーとして、少年の
非行防止と健全育成など
の活動に尽力されました。
八子さんには、これか
らも本町の地域安全活動
にご尽力いただきたいと
思います。

金子雄一さんが
人権擁護委員に就任
人権擁護委員は、地域の中で
人権思想を広め、人権侵害が起
きないよう見守り、人権を擁護
していくことを目的にボラン
ティアで活動しています。
このたび、７月１日付けで新
栄町の金子雄一さんが法務大臣
からの委嘱を受け、人権擁護活 金子 雄一さん
動をスタートされました。
町内には、金子さんのほか２名の人権擁護委員が
おり、法務局の人権相談所や自宅などで皆さんから
のご相談をお受けしています。
「いじめ」「暴力」など、日常生活での様々な人
権問題でお困りのことなどがありましたら、ご相談
ください。

寿都小学校
夏の交通安全教室
７月２日、夏の交通安全教室が開かれました。
今回は、寿都小学校の児童が実際に道路に出て、道
路上での自転車の乗り方や歩き方を交通安全指導員
の方たちに教わって
いました。
この時期は、事故
が多くなる時期です。
くれぐれも気を付け
てくださいね。

平成26
（２０１4）年8月号

広報すっつ

【人権擁護委員の連絡先】
齋藤
畑岡
金子
8
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清子（渡島町）
幸純（磯谷町島古丹）
雄一（新栄町）

６２－３００４
６５－６０４８
６２－３２８６

樽岸神社 （6/29）
樽岸神社祭

寿都高校 （7/11）
寿都高校祭

寿都保育園祭典おみこし行列（7/18）

寿都神社例大 （7/19･20）
寿都神社例大祭

温泉・道の駅通信

まちの
出来事＆
お知らせ

コテージを利用してみませんか。コテージ宿泊の方は、
温泉利用が無料、
また焼き台のレンタルも無料ですの
で、食材の持ち込みだけでバーベキューが簡単に楽し
めます。わずかですが、お盆期間中も予約可能な日が
あります。また、キャンセルが発生することもあります
ので、
まずはゆべつのゆまで、
お問い合わせください。

№１７

暑い日が続いていますね。こんな暑い日に人気な
のは、やっぱりソフトクリーム。みなとま〜れでは、季
節限定のトッピングが今年も人気です。
「いちごソー
ス」は、寿都産のいちごを使用した甘酸っぱい味、
この
春から販売しているルバーブジャムをソフトクリーム
用に改良した「ルバーブソース」は、酸味を活かした
スッキリした味わいで、
どちらもソフトクリームの甘さ
と好相性です。なくなり次第終了です
ので、ぜひ、ご賞味ください。また、寿
都産のはちみつの中でも甘みの強い
「いたどりはちみつ」をトッピングした
ソフトクリームも新メニューとして登場
しましたので、
こちらもぜひ、
どうぞ。
この季節は、
とれたて野菜の販売も充実。きゅうり
やトマト、ズッキーニなどの野菜が店頭に並びます。
みなとま〜れ・ゆべつのゆで販売していますので、足
を運んでみてください。
（みなとま〜れとゆべつのゆ
で販売している野菜は違うこと
があります。また、日によって入
荷できない日もありますので、
ご了承ください。）
さて、皆さんは、お盆期間中
の予定は決まっていますか。どこかへお出掛けの方、
寿都で友人・親戚をお迎えする方など過ごし方は様々
かと思いますが、寿都でお過ごしの方は、ゆべつのゆ

イベントスケジュール・お知らせ
●お盆期間中のイベントのお知らせ
下記日程で行われるイベントに合わせて、みなと
ま～れ前の広場にて屋台・ビアガーデンが開催され
ます。帰省中のご家族・ご親戚などお誘い合わせの
上、ぜひ、遊びに来てください。

◆8月14日 ビアガーデン 16：00～21：00（終了予定）
盆踊り
18：30～
◆8月15日 ビアガーデン 17：00～21：00（終了予定）
花火大会
20：00～

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
住
所 ： 寿都町字大磯町２９−１
電
話 ：０１３６−６２−２５５０
Ｅ−Ｍａ
ｉ
ｌ： minatoma-re@rondo.ocn.ne.jp
開館時間 ：９
：
００〜１８
：
００
休 館 日 ： 毎月第１月曜日（８月は無休）

寿都温泉ゆべつのゆ
住
所 ： 寿都町字湯別町下湯別４６２−１
電
話 ：０１３６−６４−５２１１
開館時間 ： 1０
：
００〜２１
：
３０（最終受付 〜 ２１：００）
休 館 日 ： 毎月第１月曜日
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歳です ８月生まれ
すくすく１

戸籍の窓口
戸籍の窓口
人 口 3,245人（－2）世帯数 1,760世帯（－1）
男 1,598人（＋3） 女 1,647人 （－5）
（平成26年 6 月末現在住民基本台帳）

～ごめいふくを お祈りします～
新 栄 町
渡 島 町
樽岸町建岩
歌棄町歌棄
新 栄 町

ゆうと

吾妻 優橙くん

藤田 さな ちゃん

（9日生まれ）

（13日生まれ）

（新栄町）佳 苗さんの子

（湯別町）雅 一さん
えりかさん の子

よく泣き、よく笑い、よ
く動き、よく食べる。
毎日、元気いっぱいな様
子に癒されています。

家族みんなの癒しと笑顔の
もとになってるさな☆これか
らも元気で笑顔いっぱいのさ
なでいてね。♪ＨＡＰＰＹ
ＢＩＲＴＨＤＡＹ～♪

松本
吉野
飯田
磯部
若狭

幸子さん（ 7 /13）88歳
耕司さん（ 7 /15）64歳
隆治さん（ 7 /16）81歳
満さん（ 7 /19）80歳
ユキさん（ 7 /19）87歳

８月は北方領土早期返還
要求強調月間です
択捉島、国後島、色
択捉島
丹島、歯舞群島からな
国後島
る北方領土は、私たち
色丹島
の父祖が開拓し受け継
歯舞群島
いできたもので、我が
国固有の領土です。
その領土を第二次世界大戦末期、日本がポ
ツダム宣言を受諾し、降伏を表明したあと、
北方領土にソ連軍が侵攻し、日本人島民を強
制的に追い出し、一方的に北方領土をソ連領
に編入しました。そして、現在もなお不法に
占拠しています。
毎年、８月と２月は「北方領土返還運動全
国強調月間」であり、一日でも早い北方領土
の返還を実現するため、期間中に全国各地で
集会、講演会、キャラバン、パネル展などの
行事を開催します。
本町においても役場庁舎と総合文化セン
ターに署名コーナーを設置していますので、
みなさんのご理解とご協力をお願いします。
【企画課地域調整係 ０１３６－６２－２６０８】
えとろふ

くなしり

しこたん

はぼまい

ち の

る り か

鳥居 茅乃ちゃん

根井瑠璃佳ちゃん

（23日生まれ）

（28日生まれ）

（矢追町） 勤 さん
智 恵さん の子
茅乃、１歳のお誕生日お
めでとう！
元気いっぱい可愛い笑顔
のステキな女の子になー
れ！

（矢追町）亮 宗さん
静 佳さん の子
地域の方々には様々な場
面で話しかけて頂き、あり
がとうございます。また、
見かけたらぜひ一緒に遊ん
でください!!

歌

ふる里文芸

短

峯子

座布団を二つにおりて抱きかかえ
ものなき頃の母さんごっこ 原田た江子

一滴の仲間集めて川となり
海に辿れば別れゆく水

典子

佐藤

積丹のエメラルドの海広がりて
悲しき伝説女郎岩立つ 石橋

昭風

セツ

中村

青葉郷母の忌も過ぎ仏間にも
郭公のこゑ遠くありたり

亀谷

見てますか沖縄忌日の遺志を継ぎ
兵碑に毎年献花しています 小西めぐみ

小さくも我が菜園の食べ頃に
今朝も多かり緑の食卓

原田た江子

林原

典子

句

愚痴きくも一日一善桐の花

石橋

妙子

俳

炎天下昭和一桁まだぴんしゃん

志田

昭風

峯子

久々のスカート揺らす初夏の風

中村

佐藤

子雀の声に気づきし壁の中

小西めぐみ

更衣やっぱり好きな去年のもの

社会へとはばたく如し巣立ち鳥

セツ

節子

仕来たりが大事と仕きる生身魂

亀谷

紀子

いき み たま

古かろが馴染みの深き夏帽子

遠藤

富子

蛇が衣すてて道なき道をさり

鈴木

ユキ

︵老人クラブ俳句︶

夏の日健康姿今日の海

若狭

サボテンの咲いて明るき窓辺かな 長内チカ子

青さぎを水面に映す朱太川

◆平成26年8月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

◆印刷：
（有）米坂印刷 ◆寿都町公式ホームページ http://www.town.suttu.lg.jp/
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