「ちっぷべつ緑のナポリタン」デビュー

参加し、夏らしく強い日差しのもと、市街地の
歩道の草取りや土・砂の除去作業の他、百年記
念塔周辺の清掃を行い、わが町のクリーン作業
にご尽力をいただきました。

NHK 総合テレビ「北カフェ」放送予定

平成 25 年 07 月 01 日

６月２８日（金）に秩父別町の新・ご当地グ
ルメ「ちっぷべつ緑のナポリタン」の発表会が
開催され、これまで多くの時間を費やして開発
し、統一レシピ等を定めた協定書に３店舗の代
表者がサインされました。

平成 25 年 07 月 05 日

翌日からは各店舗で販売が開始され、赤と緑

７月５日、ＮＨＫ旭川放送局取材班の皆さん

の鮮やかなコントラストの「ミドナポ」
（愛称）

が、ブロッコリーの取材のため、本町のブロッ

に皆さん舌鼓を打たれておりました。

コリー生産者の山森さんの畑を訪れました。

７月６～７日には芽室町で開催される「新・

取材は朝３時からと早い時間から行われ、ブ

ご当地グルメグランプリ」にも出場いたします。 ロッコリー収穫の様子や、料理の方法など熱心
皆さんの応援を心よりお待ちしております。

に取材されていました。
なお、ＮＨＫ総合テレビ「北カフェ」の放送

「まちづくり協働隊」清掃活動

日は、７月１０日（水）１１時３０分からの予
定となっておりますので、是非ご覧ください。

「新・ご当地グルメグランプリ北海道
2013in 十勝芽室」結果報告

平成 25 年 07 月 02 日

６月２９日（土）に「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、総勢３５名の隊員とボランティアが

麦刈の様子です。

平成 25 年 07 月 09 日

７月６日～７日に開催された「新・ご当地グ
ルメグランプリ北海道 2013in 十勝芽室」におい
て、初出場ながら見事「総合

第３位」に輝い

た「ちっぷべつ緑のナポリタン」、その２日間
に奮闘された推進協議会の小島昇一会長をはじ
め、提供３店舗の代表が神薮町長へご報告に来
られました。
出場１５グルメの中で、最も人口の尐ない町
のこの快挙に、「食」によるまちおこしの可能
性を感じております。
今後、益々のご活躍を期待します。

平成 25 年 07 月 29 日

秩父別町でも各地で麦刈が行われています。

トマトジュース製造開始

春先の悪天候もあり、他の作物も含め、成長に
影響が出るか心配でしたが、
だんだんと気温も上がり、しっかりと実りまし
た。

「バラの音楽祭 in ちっぷ」が開催されま
した。

平成 25 年 07 月 22 日

７月２２日、今年度産のトマトジュース「あ
かずきんちゃん」の製造が始まりました。
ここ近日の天気も良く、太陽をいっぱい浴び
た、そのまま食べてもおいしそうな真っ赤なト
マトたちが「あかずきんちゃん」へと生まれ変
わります。
早ければ、８月上旬ごろから皆さんへお届け
できるようになるかと思います。

平成 25 年 07 月 30 日

７月２７日～２８日、ローズガーデンちっぷ
べつにおいて「バラの音楽祭 in ちっぷ」が開
催されました。
今年は特に、バラ園の中央にある修景池の水
上に設置された特設ステージでの開催となり、
当日曇り空ではありましたが、町内外の音楽家
の皆さんの演奏を聞こうと、多くの方が来場さ
れ、その歌声とバラの香りに魅了されておりま
した。

新千歳空港インターチェンジ開通記念イベ

ーム、飲んでんパーティー、ものまねライブシ

ント

ョー、大抽選会などのイベントがあり、たくさ
んの来場者で盛り上がりました。

平成 25 年 07 月 31 日

８月３日から道央道新千歳空港ＩＣが開通す
ることに伴い、空港内で開催された記念イベン
トに、本町も「ローズガーデン」や「新・ご当
地グルメ」等のＰＲ行ってきました。
ＩＣが開通すれば、新千歳空港ＩＣから秩父

毎年恒例となりました、小学生以下限定の「お
菓子すくい取り」
お玉を使ってお菓子箱から２回すくい取りま
す。すくったお菓子は無料でプレゼント！
行列ができてしまうほどの大賑わいでした。

別ＩＣまでが道路１本でつながる事になり、今
までよりもアクセスが良好になります。
夏休みも本番！秩父別町へのお越しを心より
お待ちしています。

第３６回秩父別とんでんまつりが開催され
ました①

獣電戦隊キョウリュウジャーショーを見に集
まった親子たち。
手を伸ばせば届きそうな距離でのショーに、
子どもたちも大満足の様子、ショーの後に行わ
れた写真撮影会にも長蛇の列ができていました。

平成 25 年 08 月 06 日

８月５日（日）第３６回秩父別とんでんまつ
りが、ふれあいプラザ周辺において開催されま
した。
当日は快晴に恵まれ、むかで競走大会、キャ
ラクターショー、ブロッコリーでピッタリーゲ

今年も「そらち応援隊」の皆様がボランティ
アとして来てくれました。
「そらち応援隊」は、空知管内での各種イベ

飲んでんパーティのお楽しみ「大抽選会」では、
特賞のベーカリーレンジ「ヘルシーシェフ」を
神薮町長から手渡された当選者も大喜び。

ント等を通じながら関係市町や各種住民を応援
するため、空知総合振興局において地域振興に

新しい語学指導助手の先生が来町しました

精通した職員よって結成されております。
当日は、「松ぼっくりのツリー」や「トンボ
のビーズ作り」など工作体験や、「木製のスマ
ートボール」などを行っていただき、子ども達
に大人気でした。

平成 25 年 08 月 13 日

写真は 8 月 12 日に開催されました、語学指導
「ものまねライブショー」では、まねだ聖子
さんが松田聖子さんの懐かしの名曲を熱唱！
ステージ下へ降りて観客と触れ合う場面もあ
り、みなさんも大満足。
お客様の中には、名曲「赤いスイートピー」

助手の歓迎会の様子です。新しい先生は「エミ
リー・シュースター」先生です。
秩父別小・中学校での英語の授業及び認定こ
ども園「くるみ」でのキッズ英会話で指導を行
います。

に合わせてか、赤いスイートピーを持参されて

陽気で明るい先生です。

いるお客さまも見られました。

町で出あった際には気軽に接してください。
なお、「イリーナ・ボルゴス」先生につきま
しては、任期満了に伴い、帰国されました。１
年間ありがとうごうざいました。

何の花でしょう？

まちづくり協働隊「墓地清掃」

平成 25 年 08 月 13 日

平成 25 年 08 月 21 日

斜面いっぱいに咲いている白い花。さて、何の
花でしょうか？

お盆後の墓地をきれいにしようと、町民有志
グループ「まちづくり協働隊」(峠勝寛代表)が
８月１９日に町有墓地の清掃を行いました。

正解は…

６年目を迎えた取組ですが、当日は「隊員」
のほか、一般参加者も加わって約３０人が汗を
流しました。
残った供え物や空き缶、しおれた花などを分
別しつつ集めたゴミはトラック一杯に積まれ、
作業終了後の墓地はとても綺麗になりました。
まちづくり協働隊では、「墓地清掃」だけで
はなく、工夫を加えながら様々な取組を行って
おり、新たなメンバーも随時募集しています。
皆様の積極的な参加もお待ちしています。

平成 25 年 08 月 13 日

なつみの里に「虹」がかかりました

…正解は、「ソバの花」でした。
今、町内のソバ畑では、どこでもはかなげに
白い花が咲いています。なかには黒く実をつけ
始めたものもちらほら。
みなさんご存知のあのお蕎麦の姿になるまで
はまだ尐し時間が要るようですが、今から待ち
遠しいですね。
収穫が始まったら、またその様子をお知らせ
しますね。
平成 25 年 09 月 04 日

９月に入り、秩父別町は気温も低く長雨が続
いています。
そうした中、なつみの里利用者の方から西日に

照らされて映し出された大きな「虹」の写真を
いただきました。

平成 25 年 09 月 09 日

黄金色の穂を実らせた水稲。涼しげな風に田

雨の合間を縫って輝く彩りがとても綺麗です。

んぼでは金色の波が立ち、夏の終わりと秋の訪

１歩１歩、秋の訪れを感じる中で皆様も体調を

れを感じさせます。

崩すことなくお過ごしください。

さて、町内の早いところでは稲刈りが始まっ
ています（採種圃：9/2～、一般の圃場：9/9～)。

快挙再来！「ちっぷべつエゾシカ緑のナポ
リタン第３位！」

春の遅い雪解けで出遅れたスタートでしたが、
それを挽回するかのように夏を駆け抜け、収穫
というゴールに向かっています。ゴールの先に
は美味しいお米というメダルが待っているはず。
もう尐しだ！頑張れ！美味しいお米になるん
だ！
※採種圃（さいしゅほ）…次の年にまく種籾を
育てる田んぼのことです。

オータムフェスト２０１３」に「緑のナポ
リタン」が出店！
平成 25 年 09 月 09 日

９月８日に南富良野で開催された「北海道エ
ゾシカグランプリ２０１３」において、「ちっ
ぷべつ緑のナポリタン」のエゾシカ肉を使った
特別メニューが見事第３位に輝きました！
１位、２位が地元南富良野のメニューだった
ことを考えると、とても高い評価を得たものと
思っています。７月に開催された「新・ご当地
グルメグランプリ北海道」に続き、非常に高い
評価を得たことが皆さんの大きな自信になると
思います。これからも「緑のナポリタン」の応
援をよろしくお願いいたします。

平成 25 年 09 月 10 日

９月１３日～９月１７日(１０時～２０時)に
かけて、札幌大通公園で開催されるオータムフ
ェストに「ちっぷべつ緑のナポリタン」(５丁目

稲刈りが始まりました

会場)が出店いたします。
今年の７月に芽室町で開催された「新・ご当
地グルメグランプリ」や、先日の「エゾシカグ
ランプリ」で３位入賞を果たした「緑のナポリ
タン」ですが、多くのお客様の期待に応えるこ
とができるようにメンバーも準備を進めている
ようです。
「ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ」の気持ちが札幌の
皆様にも届きますように。

秋告げる花

山合までの地域(中山間地域)は傾斜地が多く、
作業効率などの面で不利な部分があります。そ
の農業生産条件の不利を補正し、農業によって
守られてきた、洪水防止や農村景観の形成など
の機能の維持を目的とした制度です。

「秩父別産新米普及マラソン大会が間近に
迫る」

平成 25 年 09 月 11 日

薄紅色のコスモスの花が穏やかな秋の日の、
農道に揺れていました。秋を代表する花です。
秋の桜と書いて「コスモス」。まさにピッタ
リな漢字の当て方ですね！
こちらも中山間地域等直接支払制度の共同作業
で植栽されたもの。農村景観の向上にご協力頂
き感謝です。

平成 25 年 09 月 30 日

１０月６日（日）に開催される、秩父別産新

あれ？忘れもの！？

米普及マラソン大会に向けて、参加賞、コース
整備など準備が着々と進んでいます。参加者は
８４３名で昨年を大幅に上回っており、多くの
皆様方の申込を頂きました事を心よりお礼申し
上げます。
当日は、尐しでも楽しんでいただける大会運
営に努めてまいります。
健康に留意され、万全の状態でご参加いただ
ける事を心よりお待ちしております。

平成 25 年 09 月 11 日

おやおや！“夏”が忘れていったのかな？
小ぶりではありますが、ひまわりが今咲きま
した。
このひまわりは、「中山間地域等直接支払制
度」という制度の一環の事業の中で、農家さん
たちが植えたものです。まっすぐに伸びてゆく
姿に、なんだか応援したくなる気持ちがします
ね。
※中山間地域等直接支払制度…平野部の端から

