認定こども園くるみ入園式

秩父別町の農作業の春を告げる、水稲の種ま
き（稲の籾まき）作業が開始しました。
写真は、播種機で種をまいた苗箱を育苗ハウス
内に並べる作業風景です。
このハウス内で１か月ほどの育苗期間を経て、
５月の初旬から下旬には青々とした苗に成長し
田んぼに植えられます。
いよいよ本格的な農作業のはじまりです。豊
穣の秋になることを願っています。

平成 26 年 04 月 04 日

先生に名前を呼ばれ「はい!」と元気よく手を

スーパー秩肥(ちっぴ)販売します！

上げる児童。
４月３日認定こども園「くるみ」で入園式が
行われました。
少子化の影響でここ数年、３０～４０人代だ
った児童数が、今年はなんと６３人と昨年に比
べて１７人も増加しました。
本日の北海道新聞にも掲載して頂きましたが、
近年、女性の就労意欲の高まりやＵターン就農
する若い世代が増えた事に加えて、町独自の子
育て支援対策が実を結んでいることを実感して
います。
子どもは秩父別の宝であり、社会の宝です！

平成 26 年 04 月 17 日

ようやく春らしい気候になり、家庭菜園等の
管理が気になる季節となりました。

これからも、安心して子どもを産み育てやす

建設課では、今年も下記の日程でスーパー秩

い環境をつくるため、子育て支援の拡充に努め

肥(ちっぴ)※を販売します。購入を希望される

ていきます。

方は、役場建設課へお申込みください。（写真
は昨年の様子）

種まき作業がはじまりました。

■販 売 日

平成２６年４月２４日(木)・２５
日(金)
２日間とも１０：００～１２：００
１３：３０～１５：３０

■場

所 秩父別町役場建設課（代金支払後
その場で引き渡し）

■販売価格

１袋３００円（15kg・粒状）

■申し込み

０１６４－３３－２１１１（内線
９３)

なお、次回は１０月中旬に販売を予定してい
平成 26 年 04 月 07 日

ます。

※スーパー秩肥(ちっぴ)～町浄化センターで汚

めぇ～めぇ～ランド通常営業開始

水をきれいにする過程ででる汚泥を発酵・乾燥
させた汚泥発酵肥料。
成分分析・植害試験を行い公定規格に適合し
た農林水産大臣登録肥料。

「子育てサロン（ボールプールで遊ぼう！）」
が開催されました。

平成 26 年 04 月 25 日

４月２６日（土）午前９時より、秩父別観光
体験牧場「めぇ～めぇ～ランド」が通常営業を
開始します。羊の餌やりやガラス絵、キャンド
ルの作成といった体験メニューを行うことがで
きます。
平成 26 年 04 月 17 日

４月１６日（水）に、子育てサロンが開催さ
れました。
年齢の異なる子どもとの遊びを通して、幼児
の社会性や自主性、創造性を養うと共に母親同

また、ゴールデンウィーク中の５月３日（土）
～５月５日（月）の間では、午前１０時より羊
の毛刈りの様子をご覧になることができます。
多数のご来場を心よりお待ちしておりま
す！！

士の交流、仲間づくりを目的に開催されていま
す。

ノロッコ号は家族連れで大賑わい

普段とは一味違うプログラムを月に１度企画
しており、今回は「ボールプールで遊ぼう！」
をテーマに、１３人のお友だちと、そのお母さ
んが参加してくれました。
たくさんのボールを前に夢中で遊ぶ子もいれ
ば、ビックリして泣き出す子もいました。
次回の月１プログラムは、５月２８日（水）
で「お散歩」（スポーツセンター・図書館へ行
こう！）です。
たくさんの参加をお待ちしています。

平成 26 年 04 月 26 日

毎年ゴールデンウィーク期間中にだけ行われ
る「増毛ノロッコ号乗車観光ＰＲイベント」。
今年もノロッコ号に乗車される方を対象に、秩
父別町の観光ＰＲ活動が行われました。
この日は天候にも恵まれ、家族連れの方が多
く、予想を上回る乗客が参加され、用意してい
たパンフレットやトマトジュースが入った袋は
ほぼ無くなる位の盛況ぶりでした。

また、恵比島駅では「チーベル君」がホーム

５月４日（日）に滞在型市民農園「なつみ

で待っており、停車した車輛から降りてきた乗

の里」で、利用者の皆さんと町内ボランティア

客らは「チーベル君」を写そうと一斉にカメラ

である田舎の親戚（代表 藤岡浩文氏）との対

で撮影したり、ドラマで使われたロケ現場の駅

面式及び栽培講習会が開催されました。

を見学していました。
出発時には子供たちが窓越しにチーベル君に

今年も道内外から多くの利用者をお迎えし、
賑やかな対面式となりました。

手を振り、チーベル君も乗客らに手を振って応

栽培講習会では、利用者の方々から栽培した

えノロッコ号が見えなくなるまで見送っていま

い作物に対する熱心な質問や意見交換がなされ

した。

る等、強い情熱が感じられました。

目覚めよ！田んぼ。 ～田起こしが始まり
ました～

また、今年から「地域おこし協力隊」が日帰
り農園を活用して「コミュニティ農園づくり」
を行います。都市と農村の交流がより活発に推
進されることを期待しています。

冒険の森公園に桜が咲き始めました

平成 26 年 04 月 28 日

ここ何日かの好天で田んぼが乾き始め、２７
日頃から、秩父別町でも耕起作業が始まってい
ます。
耕起作業は「田起こし」と呼ばれ、冬を経て
乾燥してしまった表土を掘り返し細かく砕くと
いう作業です。冬の間雪の下で眠っていた田ん
ぼを、「春が来たぞ！」と起こす作業…という
のは飛躍しすぎでしょうか？

平成 26 年 05 月 08 日

こども冒険の森公園桜の杜では、春の訪れを
感じさせる桜の花が咲き始めました。
いまのところ５～６分咲きですが、来週には
満開となり見頃になると思います。
今年から、桜を見に訪れる人たちにゆっくり

なつみの里で対面式と栽培講習会

見ていただこうと、町のまちづくり
協働隊のメンバーらが手作りのベンチを作り、
町に寄贈していただきました。
現在、桜の杜には５台のベンチを設置してあ
りますので、座りながら満開の桜を
御観覧いただけたらと思います。

平成 26 年 05 月 07 日

羊の毛刈りショーを開催

〇販売物品：あかずきんちゃん（トマトジー
ス）、ブロッコリーパスタ、
ブロッコリーラーメン、ポテト
チップス、お米（ななつぼし）
〇アクセス：ＪＲ地下鉄関内駅 徒歩１分
京浜急行日ノ出町駅
徒歩４分
みなとみらい線馬車道駅
徒歩７分

平成 26 年 05 月 08 日

代掻き作業が始まっています

観光体験牧場“めぇーめぇーランド”では、
５月３日から５日まで「牧場まつり」が開催さ
れました。
期間中は、「羊の毛刈りショー」が開催され
たほか、子羊への餌やりや羊毛フェルトの体験
メニューなどが行われ、訪れた多くの家族連れ
が楽しまれていました。

中学生が横浜市で特産品を販売します
平成 26 年 05 月 12 日

雪解けが順調に進み、農作業も着々と進んで
います。こちらは代掻き（しろかき）作業の様
子です。代掻き作業が終わると田植えへと作業
が移り変わります。
秩父別町では３年連続で豊作の年が続いてい
ます。今年は昨年に比べ暖かい日が続いていま
す。このまま収穫まで順調に進み、今年も豊作
になることを期待しています。
平成 26 年 05 月 09 日

５月１６日（金）神奈川県横浜市において、

何の葉っぱ？ヒントは秩父別町の特産です。

秩父別町の生徒１８名による産直品の販売実習
が行われます。詳しい日時等は次のとおりです。
付近にお住まいの方はぜひお越しください。
〇場所

：イセザキ・モール １・２Ｓｔ
カトレヤプラザ伊勢佐木 店頭
（神奈川県横浜市中区伊勢佐木町
１，２丁目）

〇時間

：５月１６日（金）１０：００～
１１：３０

平成 26 年 05 月 14 日

畑にぴしっと整列している葉っぱ。さて、この

第 28 回東京秩父別会総会

作物はなんでしょう？

…正解は、ブロッコリーです。
水稲の作業の合間をぬって、ブロッコリーの定
植が行われているところもあります。私たちが
普段目にするブロッコリーになるまではまだ時
間がかかりますが、おいしく育つよう祈ってい
ます。そのころには、８８００食を越えたご当
地グルメ「緑のナポリタン」にも新鮮なブロッ
コリーがトッピングされることでしょう。待ち
遠しいですね！！

平成 26 年 05 月 20 日

５月１８日、首都圏在住の秩父別町出身者で
つくる東京秩父別会（大西倫利会長）の総会が
都内で開催され、今年も１０月上旬に代々木公

田植え作業が始まっています

園で開催される北海道産直フェアに参加するな
ど各種事業計画が承認されました。

第 28 回東京秩父別会総会（その２）

平成 26 年 05 月 16 日

順調に農作業が進んでいる中、秩父別町では
早くも田植え作業が始まっています。
天候不良により作業が遅れた昨年度に比べ、5
日ほど早く行われています。
今後さらに気温が上昇し、すくすく育った苗
は少しずつきれいな黄金色へと姿を変えていき、
そして秋にはおいしいお米として皆様の食卓へ
登場することでしょう。

平成 26 年 05 月 20 日

総会のあとの懇親会では、近況報告や秩父別
町に住んでいた頃の懐かしい話に花が咲き、同
窓生でカラオケを歌うなど楽しい時間を過ごし
ました。

第 28 回東京秩父別会総会（その３）

花植栽体験

平成 26 年 05 月 20 日

平成 26 年 06 月 02 日

秩父別町ふるさと大使でもある演歌歌手の守

桜の植樹体験のあとには、ファミリースポー

屋光二さんが「百歳音頭」などを披露すると、

ツ公園内の花壇に花の植栽体験を行いました。

会場は大いに盛り上がりました。

最初はポットからうまく花を取り出せず苦戦
していましたが、だんだんと慣れていき、きれ

ニトリザクラ植樹

いに花壇を彩ることができました。
また、途中からチーベル君も参加し、とても
賑やかな一時となりました。

札幌大通ビッセで観光ＰＲ！

平成 26 年 06 月 02 日

５月２８日（水）に、ファミリースポーツ公
園にて、町の建設業協会のボランティアとちっ
ぷっ子ふれあいスクールの児童１０名が参加し、
２０本のニトリザクラを植樹しました。

平成 26 年 06 月 04 日

ニトリザクラは、株式会社ニトリホールディ

今年も札幌大通ビッセで秩父別町の観光ＰＲ

ングスの北海道応援基金として提供を受けまし

を行いました。６月２９日にデビュー１周年を

た。

迎える緑のナポリタンをはじめ、ローズガーデ
ン、めぇ～めぇ～ランド、ゆう＆ゆなどの町内
施設のパンフレットを配布しました。
「ちちぶべつ町？」「秩父別町ってどこにあ
るの？」といったものから「ローズガーデンき
れいだよね。」「温泉行ったことあるわ。」と
いった好意的なものまでさまざまな反応をいた
だきました。なかには「昔住んでたの」と懐か
しさから涙ぐむ方も・・・

今回のＰＲで少しでも秩父別町を知っていた

町内会や老人クラブ、民生委員等の地域に身近

だき、訪れる方が増えることを期待しています。 な方々と協力し合い「高齢者を見守っていく体
制づくり」や、「一人暮らし高齢者の生活状況

国道２３３号線沿線のバラが咲きました！

調査」、「先進地視察研修」、「見守り機器の
情報提供」等を実施していきます。

「なつみの里」環境整備と交流会

平成 26 年 06 月 16 日

今朝、通勤途中に国道沿線のバラを見ると、
数本の木に花が咲いていました。
どの苗木を見ても、沢山の蕾みを付けていま
すので、間もなく、綺麗な花が咲き誇ることで
しょう。

平成 26 年 06 月 18 日

６月１４日（土）に農園利用者と田舎の親戚
（代表 藤岡浩文氏）の会員が集まり、利用す

６月２１日には「ローズガーデンちっぷべつ」 る「なつみの里」内の環境美化のためにと、ペ
が開園します。
開園日には、先着１００名様に記念品が配ら
れる予定です。
秩父別町へのお越しを、心よりお待ちいたし
ております。

「秩父別町高齢者等見守り協議会」開催

チュニアやマリーゴールドなどの花を植栽しま
した。
時折、雨模様の天気でしたが、その分、色とり
どりに花が鮮やかに咲き誇っていました。
終了後は、参加者がジンギスカンを囲みなが
ら親交を深めながら、今年のなつみの里での抱
負をお話ししたり、作物の豊作を祈願していま
した。

「定住促進団地（いなほ団地）意見交換会
＆交流会」

平成 26 年 06 月 18 日

６月１７日、役場講堂にて第１回「秩父別町
高齢者等見守り協議会」が開催され、協議会委
員１５名出席のもと、今年度の秩父別町の高齢
者の見守り対策について意見が交わされました。
高齢者が安心して住みやすい町づくりのため、 平成 26 年 06 月 18 日

６月１７日（火）に定住促進団地を購入され

今週からついに本年度の秩父別町産ブロッコ

た皆様との意見交換会と交流会を開催しました。 リーの収穫が始まり、ＪＡ北いぶきの選果場で
平成２３年度から分譲開始した当団地も順調に

は、「日本一選果が厳しい」と言われる職人？

住宅建設が進み、子ども達の元気な声も聞こえ

がその眼を光らせていました。

るようになってきました。

ＪＡ北いぶきで選果されたブロッコリーの９

当日は１０世帯３３名の参加をいただき、新

５％以上は、道外市場で販売されており、今回

たな住宅地の中で、今後のコミュニティ活動の

収穫されたものは、関東地方へ出荷されるとの

きっかけになればと思います。

ことです。

終始笑顔の絶えない賑やかな時間になりました。
※撮影協力：ＪＡ北いぶき秩父別支所

「まちづくり協働隊」清掃活動

平成 26 年 06 月 23 日

平成２６年６月２２日（日）、開村１２０年
記念式典にあわせてまちづくり協働隊による
「わが町クリーン大作戦」が開かれました。
当日は隊員、ボランティア合わせ総勢３８名
が参加し、スポーツセンターを中心に草取りや
砂・土の除去作業にご尽力をいただきました。

秩父別町産ブロッコリーの選果が始まりま
した

平成 26 年 06 月 26 日

