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寿都町開基３５０年

〜記念特集〜

古地図で見る寿都の歴史（其の3）
（其の3） 〜新撰北海道興地全図〜
寿都町が豊富なニシンを背景に発展していったことは大変有名な話です。
今回は、ニシン漁で急激に栄え始めたころに発行された地図「新撰北海道興地全図
（しんせんほっかいどうこうちぜんず）」から見える寿都の地に着目します。

「沿岸に郡来する鰊を漁獲し一夜よく千両万両の水揚げをして、
漁師は札束に懐を膨らませ、港に出入りする弁財船も繁く
街は三絃のさんざめきに賑わった」
網走監獄を出所した元囚人を保護し、世の中に戻っていけるように援助したことで有名な網
走市永専寺の開祖「寺永法専」が１８８６年（明治１９年）から１８８８年（明治２１年）に
善龍寺（渡島町）に滞在しており、当時の寿都を見て残した言葉です。

監修：寿都町文化財
保護調査委員
【 神 貢一 氏 】

１８８９年（明治２２年）、寿都・島牧・歌棄・
磯谷の４郡をあわせたニシンの生産額は全漁獲
総額の約９４％を占め、その額は３６万９９７３
円、当時の４郡役所とその郡下の全町村役場を
あわせた支出総額の約１５倍にのぼりました。
このことからニシン漁が寿都の地にとってどれ
ほど大きな産業であったかがわかります。
また、寿都を代表する歴史的建造物「カク
ジュウ佐藤家（道指定有形文化財）」が１８９０年
（明治２３年）に、「橋本家」が１８９９年（明
治３２年）に建築されたと推定されており、贅
の限りを尽した建物が、この時代を象徴してい
ます。
ぜい

室蘭
江差

函館
札幌

石狩

根室

寿都

《拡大図》

小樽

北海道地図に寿都市街図が！
新撰北海道興地全図には、札幌や函館に並び寿都
市街図が記載されており、今の街並みの原型がこの
頃、既にできていたことが見て取れます。
１８８７年（明治２０年）、札幌の人口１万３５２４人
に対し、寿都の人口は１万４２４人。郡役所や監獄
支署、裁判所などの官公庁が立ち並び、商港として
だけでなく、寿都は北海道開拓の要所を担っていま
した。
寿都は、当時から海の恩恵により育まれてきた町
ですが、この頃から明治４０年頃までに最大の恩恵
を受け、華やかな時代であったことを地図から感じ
取ることができます。
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第68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９日に総合文化センター大ホールで
セレモニーを開催し、小中学生をはじめ地域の方々約１６０名が参加され
ました。
寿都地区保護司会の越前谷由樹寿都支部長から、社会を明るくする運動
推進委員長の片岡春雄町長へ、内閣総理大臣メッセージが伝達されたほか、 内閣総理大臣からのメッセージ伝達
寿都警察署の高濱厚署長からは多様化する特殊詐欺被害への啓発に関するあいさつ、また寿都中学校の三上大
翔生徒会長からは、安心安全な地域社会に対する思いを決意表明していただきました。
最後に、潮路小学校鼓笛隊と寿都小学校スクールバンドによる演奏で会場が明るく華やかに彩られ、多くの
拍手のなか、今年度のセレモニーが終了しました。

標語入選作品
小学５、
６年生と中高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、
１２０点(小３５、
中３９、
高４６)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、
入選された作品をご紹介します。

小学生の部
最優秀賞

つくろうよ みんなが笑える 明るい社会
田
傑（寿小６）
優 秀 賞 やらせない 同じあやまち とめようよ
草沢 竜哉（潮小６）
佳
作 「ありがとう」 その一言で 花がさく
笹淵 つぐみ（潮小５）
今日よりも 明日をつくる 私たち
亀川 拓人（寿小６）
「おはよう」
「こんにちは」その一言で笑顔が広がる
西村 玲緒（寿小６）

三上大翔生徒会長による決意表明

中学生の部
最優秀賞
優 秀 賞
佳

作

潮路小鼓笛隊による演奏

正しいの？ 君の目線が すべてじゃない
西川 綾栞（寿中１）
あいさつは 人の心を つなぐ糸
西村咲玖弥（寿中１）
私が持ってる心。友達が持っている心。知らない人の心。
みんなみんな大切な心を持っているんだよ。 大串 虹聖（寿中２）
いじめとは 心一つで 消えるもの
荒井 正明（寿中２）
非行なお 今も続く 悪いこと
みんなで撲滅 目指そうよ
前野 夢飛（寿中２）

高校生の部
最優秀賞

つなげよう みんなの心

広げよう 私たちの未来
大川日菜乃（寿高２）
優 秀 賞 助けてと 声出してみるけど 気づかない
みている人も いじめの一つ
番場 蓮華（寿高１）
佳
作 君の意志 周囲の声に 負けないで
正しい判断 つながる未来
大山 ことみ（寿高２）
悪口で つながる友は うその友
齋藤 美来（寿高１）
「助けて」を 見て見ぬふりも 犯罪者
西海 諒茉（寿高２）
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寿都小スクールバンドによる演奏
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みんなの診療所 No.130

寿都町立寿都診療所
電話 0136ー62ー2411

国が推奨する「かかりつけ医」について
皆さんには「かかりつけ医」はいますか。かかりつけ医とは、幅広い知識と技術
で皆さんやその家族の日常的な診療や健康管理で予防・治療を行い、緊急の場合に
も対処してくれる身近で信頼できる医師のことです。

医事係

臼杵真智子

かかりつけ医を持つことに、どんなメリットがあるの？
医療機関（病院や診療所）の医師、患者、保険料を担う国、それぞれにメリットがあります。

【患者のメリット】
●かかりつけ医に身体の状態をよく知ってもらうこ
とで、適切な治療や日常生活のアドバイスを受け
ることができる。
●定期検査を受けることで、過去の検査データと比
較し自覚症状のない身体の変化に気づくことがで
きる。
●受診を希望する病院があれば、身体の状態などに
ついて詳細を記載した紹介状を作成してもらうこ
とができる。

【医師のメリット】

【国のメリット】

●患者が今抱えている持病や、これまでか

●患者がかかりつけ医を持ち、適切な治療

かったたことのある病気、アレルギーな

を受けることで過剰な医療費の支出を抑

どの既往歴を把握することで、緊急の場

えることができる。（かかりつけ医を持

合に適切な治療を施すことが可能。

たない患者は、異なる病院で同じ検査を

●病状にあった専門医の紹介をスムーズに

受けてしまったり、同じ薬を処方される

行うことができる。

など過剰に医療費を支払っていることが
あります）

まずは皆さんの身近なかかりつけ医へご相談ください
健康診断・予防接種の受診希望や、「最近疲れやすかったり体調が悪い」「物忘れが多くなった」など体に
異変を感じた場合はすぐにかかりつけ医に相談し、早期発見や重症化予防に繋げましょう。
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寿都町教育委員会
電話 0136ー62ー2100
FAX 0136ー62ー2280

赤ちゃんから お年寄りまで

みんなが、学びの主人公
ノルディックウォーキング教室を開催しました！
７月２１日、総合文化セン
ターで「ブックフェスティバ
ル」を開催しました。
図書室からの
「一般社団法人北海道
ブックシェアリング」の皆
お知らせ
さんによる紙人形劇や、パネ
ルシアター、簡単な手遊びなどを行いました。
絵本のばくりっこでは、子どもたちが、どの絵
本と交換してもらおうかと迷っていたり、移動図
書館車「やまびこ号」では、たくさんの絵本を手に
取ったりと、楽しそうな様子がうかがえました。
図書室では、子どもたちに本を好きになって
もらうためのイベントや取り組みを今後も行っ
ていきます。また、おすすめの本の紹介や、リ
クエストについても随時受け付けておりますの
で、お気軽にお越しください。

７月２２日に、湯別町で「ノルディックウォーキ
ング教室」を開催しました。
北海道ノルディックウォーキング協会の方を講師
に、専用のポールの使い方や運動の効果の説明の
後、寿都温泉ゆべつのゆから浜中海岸野営場までの
約３．８キロメートルのコースを歩きました。ノル
ディックウォーキングはポールを使いながら歩くこ
とで下半身だけでなく上半身も動かすことができ、
効率的に運動をすることができます。教育委員会で
はポールを無料で貸し出していますので、ぜひ取り
組んでみてください。
また、健康づくりや体力向上には継続的な運動習
慣が欠かせません。町では総合体育館のランニング
デッキやトレーニングルーム、町民プールなど気軽
に運動できる施設がありますので、ぜひご利用くだ
さい。

紙人形劇の様子

移動図書館車
「やまびこ号」の様子

後期ジュニア水泳教室開催のお知らせ
水泳の楽しさを実感させ、泳ぐ技術のさらなる向
上を目的とした「後期ジュニア水泳教室」を開催し
ます。
対象は小学校１年生から３年生までの児童です。
前期の教室に参加していない児童もお気軽にご参
加ください。
各小学校を通じて申込書を配布していますので、
参加を希望される方は住民学習推進係へ提出してく
ださい。

エコバック制作の様子

お盆期間中の各施設の開館時間について
８月１３日（月）から１５日（水）までのお盆期
間中、各施設の開館時間は下記のとおりです。
１６日（木）からは通常どおり利用できます。
8月13日（月） 8月14日（火） 8月15日（水）

開

催

日：８月２２日（水）、２４日（金）
２９日（水）、３１日（金）
９月 ５日（水）
場
所：町民プール
時
間：午後７時００分～午後８時３０分
申 込 期 限：８月１７日（金）まで
お問い合わせ先：住民学習推進係

９：００～１７：００

総合文化センター
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総合文化センター図書室

休 館

１０：００～１７：００

町民プール

休 館

１０：００～１７：００

総合体育館

９：３０～１７：００

テニスコート

９：００～１７：００

風太公園

９：００～１７：００
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まちの
出来事＆
お知らせ

寿都地域マリンビジョン協議会
北海道マリンビジョン２１コンテスト
最優良賞 受賞

八子國昭さん
少年補導栄誉金章 受賞

長きにわたり少年の非
行防止や健全育成のため
の活動に尽力されたとし
て、警察庁長官と公益社
団法人全国少年警察ボラ
ンティア協会会長の連名
で、八子國昭さん（新栄
町）へ少年補導栄誉金章
が贈られました。
八子さんは４８年前、
当時補導員をしていた方
から勧められたことが
きっかけで少年補導員になられ、以来、海水浴客で
賑わう海岸線の巡視や町内のまつりでの見回りな
ど、地域の子どもたちを見守ってこられました。
今年で補導員を引退された八子さん、長い間お疲
れさまでした。
そして、このたびの受賞おめでとうございます。

北海道マリンビジョン２１促進期成会では、地域
マリンビジョンの実現に貢献する優れた活動を通
じ、魅力ある漁業地域づくりに寄与することを目的
として、北海道マリンビジョン２１コンテスト（後
援：北海道開発局）を実施しています。
７月３日に札幌市
で行われた同期成会
総会において、「寿
かき」の知名度向上
やブランド力の強
化・販路拡大の取り
組みのほか、ニセコ
町で展開している「寿都アンテナショップ神楽」で
の寿都町の魅力の発信や交流人口の拡大など、地域
活性化に向けた取り組みが評価され、寿都地域マリ
ンビジョン協議会（会長：寿都町漁業協同組合専務
理事 木村親志さん）が最優良賞を受賞しました。
このたびの受賞おめでとうございます。

これらかも
歯磨き
頑張ります♪

やったね！ むし歯ゼロ！
７月１０日に行った３歳児健診の歯科指導
で、むし歯がなかったお子さんを紹介します。
これからも、大切な歯を守っていけるよう、
親子で虫歯予防に取り組んでください。
とみ た

き ら

冨田姫羅ちゃん（歌棄町歌棄）

寿都町開基３５０年記念事業 交通安全地域ふれあいコンサート
６月３０日、総合体育館で寿都町開基３５０年を記念した交通安全地域ふれあいコンサートを行いました。
当日は３００名以上の来場客が訪れ、北海道警察音楽隊とカラーガード隊による迫力あるステージが披露さ
れました。また、総合文化センターでは、寿都警察署防犯設備士の高橋佳嗣さんを講師に実践型の防犯教室、
寿都商工会による焼き鳥や焼きそば、スーパーボールすくいなどの縁日を含む多数の催しが行われ、楽しみな
がら交通安全や防犯意識の向上につながる一日となりました。

防犯教室の様子

道警音楽隊・カラーガード隊によるステージ
平成３０
（２０１８）
年8月号
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とれたて「風太くん」ニュース

〜Ｖｏ.５〜

まちの
出来事＆
お知らせ

今月の風太くんニュースは、
みなとま〜れ寿都とそば処鰊御殿からお届けします。

みなとま～れニュース

みなとま～れ寿都の夏を楽しもう！

夏限定メニュー好評です

すっつ夏祭り 〜みなとま〜れ 10th Anniversary〜

８月を迎え、観光シーズン真っ只中の寿都ですが、
みなとま〜れ寿都もおかげさまで多くの皆さまにご利
用いただいております。
夏の限定メニューとして７月から登場している「寿
都産うにと白貝の冷たいラーメン」
（１，
５００円）は、
醤
油味の冷たいスープにうにと白貝の相性が抜群で人
気を呼んでいます。
「寿都産ブリとアボカドの冷やしう
どん」
（８００円）は、
ごま油の香りがアクセントで夏に
ぴったりのメニューです。

みなとま〜れ寿都は、
オープンから今年で１０周年を
迎えました。これも日頃ご利用いただいている町民の
皆さま、
関係者の皆さまのおかげです。本当にありがと
うございます。
１０年間の皆さまからのご愛顧に感謝
し、
２日間にわたって「すっつ夏祭り」を開催します。
８月１４日（火）には、復活弁慶音頭やライブイベン
ト、
８月１５日（水）には、
寿都漁港で開基３５０
年を記念した花火大会
（４，
０００発）を実施し
ます。
多くの皆さまのお越し
をお待ちしております。

すっつ夏祭り
～みなとま～れ10th Anniversary～

寿都産うにと白貝の冷たいラーメン 寿都産ブリとアボカドの冷やしうどん

【日時】：８月１４日（火）・１５日（水）
【会場】：道の駅みなとま～れ寿都前広場

暑い日に食べたい冷たいスイーツでは、
ソフトクリー
ムに寿都産いたどりのはちみつと香ばしいロースト
ナッツをトッピングした「 ハ
ニーナッツソフト」
（３８０円）が
登場し、
みなとま〜れ寿都ブレ
ンドの コ ーヒーを 使 用した
「コーヒーゼリー」
（４００円）も
好評です。
みなとま〜れの 涼しいメ
ニュー で寿都のあつい夏を
楽しみましょう。

《８月１４日（火）》
サイコロゲーム
ライブイベント（スペシャルゲスト有）
復活！弁慶音頭
盆踊り
《８月１５日（水）》
餅まき
バルーンアートショー
「のな」ミニライブ
盆踊り
開基350年記念
寿都漁港納涼花火大会

１５：３０～
１７：００～
１８：２０～
１９：００～
１７：００～
１８：００～
１８：３０～
１９：００～
２０：００～

※花火大会は寿都漁港にて開催

寿都町観光交流センター「みなとま〜れ寿都」
（一般社団法人寿都観光物産協会）
●
●

住 所 ： 寿都町字大磯町２９−１ ●開館時間：
【４月〜９月】９：００〜１８：００ 【１０月〜３月】９：００〜１７：００
●休 館 日
電 話 ：０１３６−６２−２５５０
：
【４月〜９月】無休
【１０月〜３月】毎月第１･３月曜日

そば処鰊御殿ニュース

Ｅ−Ｍａｉ
ｌ： eki@suttufan.com
H P ： http://suttufan.com/

●
●

鰊御殿のメニュー紹介～その３

今月紹介するメニューは夏の定番「冷やしたぬき」
（８５０円）。のどごし
の良い手打ちそばにトッピングする薬味は、
「長ねぎ、梅ゼリー、三つ葉、
みょうが」の４種。風味香るだしとの相性も抜群です。夏の暑さにさっぱり
としたそばと薬味で涼しさを感じませんか。
（※薬味は別皿で盛り付けて
ありますので、
お好みでトッピングできます）
そば処鰊御殿
●
●

住 所 ： 寿都町字歌棄町有戸１４
電 話 ：０１３６−６４−５４００

営業時間：１１：００〜１５：００
定 休 日：水曜日

●
●
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平成３０
（２０１８）年8月号

広報すっつ

歳です ８月生まれ
すくすく１

戸籍の窓口
人 口 3,005人（－ 4 ）世帯数 1,711世帯（＋ 1 ）
男 1,466人（－ 2 ） 女 1,539人 （－ 2 ）
（平成30年 6 月末現在住民基本台帳）

～こんにちは よろしくね～
あかり

はる た

新栄町 長

かい しん

藤島 遥太くん

中山 凱心くん

（13日生まれ）

（24日生まれ）

（矢追町）徹 哉さん
悠 季さん の子

（新栄町）清 人さん
敬 子さん の子

食いしん坊で甘えん坊の遥太だ
けど、元気いっぱいに育ってくれ
てありがとう。これからもたくさ
ん泣いてたくさん笑おうね。

皆の人気者パワフル凱心！
凱＝楽しむ。なごやか。おだや
か。にこやか。そんな心優しい男
の子になろうね♪

～ごめいふくを お祈りします～
渡島町 川内 花枝さん（ 7 /14）96歳

●消防団員の異動●
●任用（平成30年7月1日付け）
寿都分団第３部団員 鎌田 記正

８月は北方領土早期返還要求強調月間です
えとろふ
択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島からなる
択捉島
くなしり
北方領土は、私たちの父祖が開拓し受け継い
国後島
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
しこたん
ツダム宣言を受諾し、降伏を表明したあと、
色丹島
はぼまい
北方領土にソ連軍が侵攻し、日本人島民を
歯舞群島
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】

心のふるさと 写真展
inチ･カ･ホ 開催のお知らせ
例年、北海道町村会と北海道市長会で
は、一人でも多くの方に市町村への興味・
関心を持ってもうため、テーマに沿った道
内１７９市町村の魅力ある写真を札幌駅地
下歩行空間に展示する「“心のふるさと”
写真展inチ・カ・ホ」を開催しています。
今年は「訪れたくなるような自慢の写
真」と題し、本町からはきれいな海（コト
ブキブルー）が望める磯谷高原の写真を展
示します。
お立ち寄りの際には、ぜひ、ご覧ください。
◆場所 札幌駅前通地下広場北１条
イベントスペース（地下歩行空間）
◆期間 ９月４日（火）～１０日（月）

石橋

妙子

典子

ふる里文芸

審判も選手も老えど後志の
ゲート大会意気盛んなり

志田

昭風

歌

部活あり娘の帰省遠ざかり
今年は家族揃って寿都の花火に

中村

短

余生来て青葉峠を越えるかも
八十路の坂は男坂かも

セツ

我の胸中何故かざわめく

「老いの坂」そんな記事に目が止まり

亀谷

︵老人クラブ短歌︶

典子

スミ

石橋

妙子

松沢

初物の小女子に踊る老いの箸

志田

昭風

カタカナ語何の事ぞと知恵不足
新聞めくり日本語学ぶ

御見舞はルピナスの色メール書く

中村

節子

句

一湾の船影なかり青嵐

林原

俳

新調の夏服さげて見たりしす

小西めぐみ

あま さと

セツ

あし

町花壇マリーゴールドに染められて 亀谷

紀子

葦たけて蜑里廃れゆくばかり

遠藤

遠医院新道に咲く白うつぎ

スミ

︵老人クラブ俳句︶

松沢

患者さんとの共作

絽羽織に若き日遠く透けて見え

︵寿都診療所リハビリ室︶

海の茶屋話花咲きアイス溶け

◆平成３０年8月 ◆発行：寿都町字渡島町140―1 寿都町役場 企画課

明里ちゃん（ 6 /24）
勇介さん・美穂さんの子

◆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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