まちの
出来事
月︼

月︼

︻平成

年2月︼

ピッチで華麗なボールさばきを披

誠実かつ公正な職務を誓う 〜新規

◎まちづくり推進課から耳寄りなお知らせ
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寒い冬︑外でもっと体を動かそう
〜ジュニアスキー教室開催〜︻平成 年１月︼

40

30

１月 日〜 日の日 となっており︑滝上ス
程で﹁ジュニアスキー キー協会協力のもと参
教室﹂が桜ケ丘スキー 加無料で実施していま
場で開かれ︑町内に住 す︒
む小学生を中心に約
今春︑小学校に入学
人の子ども達が︑スキ の子ども達も対象とし
ーの基礎を学びました︒ ており︑スキー学習が
この教室は毎年恒例 ある小学校を前に基礎
を習得するいい機会と
なっています︒
初めてスキーを履く
子ども達は平地での歩
き方や滑り方のコツを
学び︑上級のグループ
では技術向上のため熱
心に学ぶ姿に指導者も
指導に熱が入っていま
した︒
12

桃の節句を華やかに祝う冬イベン
トが始動 〜童話村たきのうえひなまつり
開催〜

編集後記

70

年

年
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︻平成
は一所懸命にＰＲ︒芝
ざくらの苗をもらった
方達からは﹁咲くのが
楽しみ﹂ 大｢切に育てま
す﹂などの声がかけら
れていました︒

︻平成

○北海道日本ハムファ
露！ 〜コンサドーレ・エスポラーダカップ
採用職員辞令交付式〜
︻平成 年４月︼
イターズ有原・玉井両
出場〜
︻平成 年2月︼
新年度がスタートし さい﹂とあいさつ︒先 投手が滝上町の応援大
２月 日と 日の２ １チームが参加してき た４月２日︑滝上町に 輩職員も新たに入る仲 使に決定しましたが︑
日間︑札幌ドーム︵札 ました︒この大会は︑ 新規採用された職員に 間を温かく迎えました︒ ３月下旬︑札幌ドーム
幌市︶で﹁コンサドー 全道の子どもから高齢 辞令が交付されました︒
これで町職員人数は で行われた西武ライオ
レ・エスポラーダ︱カ 者までの３５７チーム︑
今年採用されたのは １１２人となり︑目指 ンズとの開幕戦︒北海
ップ﹂全道市町村サッ ４︐００６人が集まる 一般職４人︑専門職１ すべきまちづくりを達 道１７９市町村応援大
カー・フットサル大会 日本最大級のフットサ 人の計５人︒町長室で 成するため町民ととも 使の企画で無料招待観
が開かれ︑滝上町から ル大会です︒
行われた辞令交付式で に歩み続けます︒
戦チケットが当たり応
小学生３チーム︑大人
滝上から参加した選 は長屋栄一町長から一
援に行ってきました︒
手達は慣れない札 人ひとりに採用と配属
日に行われた試合
幌ドームの人工芝 先の辞令書が手
では滝上町民 人が観
に戸惑いながらも 渡され︑新採用
戦し︑応援グッズを片
勝利を目指しピッ 職員は緊張した
手に一緒になって応援︒
チを縦横無尽に走 表情で宣誓書の
一丸となっての盛り上
りまわりました︒ 読み上げを行い
がりに楽しい時間を過
結果は予選突破 ました︒
ごすことができました︒
できませんでした
その後︑行わ
残念ながら有原・玉井
が︑選手達は来年 れた職員を集め
両投手の出場はありま
の優勝を目指し︑ ての訓示では︑
せんでしたが︑優勝を
更なるトレーニン 町長から新採用
目指し︑両投手の今後
グに励むことを誓 職員に対し﹁早
の活躍に期待です︒
いました︒
く職場に慣れ︑
○閉校最終年度をむか
町民の模範とな
えた滝上高校︒最終年
町議会で政治を身近に感じてみよ
り信頼される職
度の在校生は３年生
う 〜滝上小６年生︑３月定例議会を見学〜 員になってくだ
人︒教職員 人が卒業
︻平成 年3月︼
までサポートにあたり
のか︑熱心に学習して
ます︒
いました︒
月には閉校記念事
児童からは﹁議場の
業協賛会が中心となっ
大きさに迫力を感じた﹂
て閉校記念式典と感謝
﹁難しい言葉が出てい
の会の開催が予定され
たが町の事を色々考え
ています︒
てくれている事がわか
残り１年︑滝上高校
った﹂などと話しをし
の活動に注目です︒高
いました︒
校の活動は高校のホー
ムページでも紹介して
います︒ぜひご覧くだ
さい︒
11

３月６日︑滝上小学
校６年生児童 人が滝
上町議会３月定例会を
傍聴しました︒
６年生は社会科の授
業の中で︑政治との関
わりや議会の様子など
について学習しており︑
自分たちの生活に一番
身近で大切な働きを
している町議会の傍
聴体験を通じて︑政
治の役割について学
びました︒
傍聴席に座った児
童達は︑議場の厳粛
とした雰囲気に緊張
した様子で︑本会議
が始まると︑議長や
議員の様子︑町長や
担当職員がどのよう
に受け答えしている

14

10

家庭に眠っているひ
な飾りを提供いただき︑
展示し︑訪れた人に楽
しんでもらう新たな冬
の観光イベント﹁童話
村たきのうえひなまつ
り﹂のオープニングイ
ベントがホテル渓谷で
行われました︒
の提供を町内に呼びか
このイベントは町お け︑このほど 組が集
こしグループ﹁童話村 まり︑お披露目となり
を育てる会﹂が中心と ました︒
なり︑実行委員会を立
オープンセレモニー
ち上げ﹁オホーツクで で近藤信一実行委員長
一番のひなまつりを！﹂ は﹁提供いただいたひ
を合言葉に︑ひな飾り な人形はどれも綺麗で
大切に飾っていたこと
がわかる︒活用し滝上
の冬の一大イベントと
して盛り上げていきた
い﹂と挨拶︒
流氷観光に訪れる外
国人観光客も多く立寄
ることから︑今後︑国
内外に広く発信される
ことに期待です︒

マイタウン「ふらっと」訪問事業のご案内

滝上町では、町外在住の「札幌滝上ふるさと会」の会員が、滝上町内
で開催される 10 名以上の同窓会や各種イベントに参加する際、町内で
利用できる商品券をお一人あたり 2,000 円分贈呈する、マイタウン
「ふらっと」訪問事業を実施しております。
これを機会に皆さんでふるさと滝上を訪れ、ご友人やお知り合いと懐か
しい話に花を咲かせてみませんか？詳しくは下記問い合わせ先までお問
い合わせください。
記
・対象要件： 町外在住の「札幌滝上ふるさと会」の会員が、滝上町内で
開催される 10 名以上の同窓会や各種イベントに参加する
こと（参加者に町内在住者を含めても可）。
・対 象 者：町外在住の「札幌滝上ふるさと会」の会員、または会に入
会される方。
・申請受付： 商品券の準備の都合上、開催日の 14 日前までに申請して
ください。
【問い合わせ先】
まちづくり推進課まちづくり推進係☎0158-29-2111（内線 254）

自分たちが育てた苗をきれいに
咲かせてください 〜滝高生が京都で

２０１８〜
月 日︑札幌ドー
ム︵札幌市︶において
北海道日本ハムファイ
ターズ﹁ファンフェス
ティバル２０１７﹂内
で︑選手が道内の市町
村で地域住民と交流を
図りながらまちづくり
･まちおこしを進める
﹁北海道１７９市町村
応援大使２０１８﹂の
抽選会が行なわれ︑滝
上町応援大使として︑
有原航平投手・玉井大
翔投手が決定しました︒
﹁北海道１７９市町
村応援大使﹂は２０１
３年に発足し︑選手が
市町村の応援大使とな
り１年間ＰＲ活動をし
ます︒滝上町でも両選
手に協力いただき北海
道日本ハムファイター
ズ滝上後援会と連携し
ながら様々なイベント
などを進めていきます︒
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30
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芝ざくらＰＲ〜

昨年の 月︑滝上高
校２年生 人が︑修学
旅行先の京都で町の花
である芝ざくらの苗を
配布し︑町のＰＲ活動
を行いました︒
年前から続くこの
取り組み︒今年は京都
市内の大型商業施設前
で行われ︑長屋町長や
ピコロ︑観光協会も参
加し︑修学旅行最後の
芝ざくらＰＲを盛り上
げました︒
開始前から 人以上
の方が列を作る中︑配
布が始まると生徒たち

179

北海道日本ハムファイターズ有原
・玉井両投手が滝上町の応援大使
に決定！ 〜北海道 市町村応援大使
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29
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〒099-5692
北海道紋別郡滝上町旭町
滝上町役場総務課情報係
☎ ０１５８−２９−２１１１
FAX ０１５８−２９−３５８８
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住所変更等がありましたら
下記までご連絡ください
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（平成３０年５月１日発行）

ふるさと通信
童話村たきのうえ

