きたしん「ふるさと振興基金」表彰

を実施したことに高い評価を得ました。
今後のそれぞれの団体の益々のご活躍を期待し
ています。おめでとうございます。

災害時における燃料の供給等に関する協定
の締結

平成 25 年 04 月 03 日

３月２９日(金)に、町内にガソリンスタンド
を持つ北いぶき農業協同組合と、灯油の販売を
行っている業者の 2 社と「災害時における燃料
平成 25 年 04 月 01 日

３月２８日(木)に北空知信用金庫(本店)にお
いて、「きたしん『ふるさと振興基金』」の表
彰式が行われ、
「秩父別町まちづくり協働隊」(代
表

峠勝寛氏)と「ちっぷ・喰物まつり実行委員

会」(委員長 藤岡浩文氏)が、それぞれ、「き
たしん文化奨励賞」と「きたしんふるさと活性
化奨励賞」を受賞いたしました。
本町の団体としては初めての受賞であり、大変
嬉しく思います。

の供給等に関する協定」を締結しました。
協定は、災害時において、町が所有する公用
車へのガソリン補給、公共施設の暖房設備への
燃料補給を優先的に行う内容となっており、特
に冬場の災害では、町民の生命を守るためにも、
万が一に備えて大変心強い協定であると考えて
います。

春の足音が聞こえてきます

まちづくり協働隊が受賞された「文化奨励賞」
は、秩父別町の歴史を後世に受け継ぐための「写
真史」や、本町の隠れた自然遺産の冊子「セヨ
ピラ」の作成等を通じて、町民が主体となり、
ボランティアとまち興しを基本理念として活動
を行っているところが評価されました。
また、喰物まつり実行委員会が受賞された「活
性化奨励賞」は、町の活気ある賑わいを取り戻
すために、町民主導で地産地消につながるお祭

平成 25 年 04 月 04 日

４月に入り、雪解けが一気に進んでいます。
現在の積雪９７ｃｍです。
通勤途中、路肩で小さな春を見つけました。
蕗の薹が、恥ずかしそうに顔を出しています。
これから先、春の陽気が続き、益々雪解けが

年度より試験的に導入された品種で、いもち病
など病気に強く、食味もたいそう良いとの話で
した。
順調に育ち、秋には黄金色に実ってくれるこ
と、ゆくゆくは町を代表する品種となってくれ

進むことを期待します。

ることを祈るばかりです。

加工用トマト苗出荷

春の火災予防運動

平成 25 年 04 月 12 日

平成 25 年 04 月 24 日

４月１０日、トマトジュースあかずきんちゃ

4 月 23 日、消防において、町民の防火意識を

んの原料となるトマトの苗が出荷されました。

高め火災の発生を防止するために、町内の防火

これから生産者のもとで、愛情をそそがれな
がら育てられます。
７月中旬には、真っ赤に完熟したトマトが出
荷されることでしょう。
今年も、美味しいトマトジュースができるこ

パレードを実施しました。
4 月 20 日から 30 日まで、全道一斉「春の火災
予防運動」を実施中であり、4 月 28 日午後 1 時
30 分より、町内一般家庭の防火査察を実施する
予定となっております。

とを期待しています。

スーパー秩肥（ちっぴ）春の販売
種まきが始まりました

平成 25 年 05 月 01 日
平成 25 年 04 月 12 日

秩父別町の少し早い春を告げる水稲の種まき
が始まりました。
播種された稲の品種は、「きたくりん」。本

4 月 25～26 日、役場建設課でスーパー秩肥（ち
っぴ）※を販売しました。家庭菜園の野菜など
が良く育つとの評判で、2 日間で 340 袋売れまし
た。

ぜひ、この「ちっぴ」でたくさんのおいしい
野菜を作っていただけたらと思います。
なお、10 月上旬にもスーパー秩肥の販売を予

サービスの伝送速度も向上するメリットがあり、
より快適なインターネット環境を町民の皆様に
お届けできることになります。

定しています。

めぇ～めぇ～ランド通常営業開始
※スーパー秩肥（ちっぴ）とは
町浄化センターで汚水をきれいにする過程で
出る汚泥を発酵・乾燥させた汚泥発酵肥料（農
林水産省登録済）。
成分
・窒素全量 4.7Wt/%

・りん酸全量

5.7Wt/%
・かり全量 1.1Wt/%

・銅全量 350mg/kg

・亜鉛全量 420mg/kg
平成 25 年 05 月 07 日

広域無線ＬＡＮサービスの運用開始

４月２７日から、めぇーめぇーランドが通常
営業となりました。
ゴールデンウィークということもあり、多く
のお客さんが訪れ賑わいを見せていました。
期間中は、羊の毛刈りショーほか、お菓子す
くいなどの子供向けの催しや、羊毛フェルトの
体験などが行われ、来場者はそれぞれに楽しま
れていました。

平成 25 年 05 月 01 日

５月１日から待望の広域無線ＬＡＮサービス
(農家地区向け)の提供がはじまりました。サー
ビス開始に伴い、運営会社の株式会社オーレン
ス(高橋武靖社長)が来庁され、経過状況をご報
告いただきました。
広域無線ＬＡＮは既存の電話線ではなく、電波
を使った大容量・高速のインターネットサービ
スで、ＡＤＳＬに比べて距離が遠くなっても伝
送速度の低下が少なく安定しているところに魅
力があり、昨年１２月よりご準備いただきまし
た。
今後、光回線が導入されれば、広域無線ＬＡＮ

平成 25 年 05 月 07 日

毛刈りショー

田起こし作業始まる

代掻き作業始まる

平成 25 年 05 月 07 日

平成 25 年 05 月 14 日

大雪と春先の悪天により、農作業の遅れが心
配されている中、ようやく田の耕起作業が始ま
りました。
好天が続き、作業が進むことを心からお祈り
いたします。

先週始まった田起こし作業もほぼ終了し、代
掻き作業が始まりました。
この作業が終わると、いよいよ田植えが始ま
ります。
それにしても、今年は春になっても暖かい日
がほとんどありません。

交通事故死ゼロ 1000 日達成！

全道的に、桜の開花も遅れています。
田植えが始まるころには、天気も回復し暖か
い日が続くことを望みます。

リボンナポリン

キャラクターコラボパッ

ケージについて

平成 25 年 05 月 07 日

平成２２年８月１０日に死亡事故が発生して
以来、５月６日で交通事故死ゼロ１０００日を
達成することができました。
５月７日には、更なる継続を目指し、町・交

平成 25 年 05 月 17 日

通安全協会を中心に町内各団体の協力をいただ

当町のキャラクターである「チーベルくん」

き、午前７時３０分から街頭啓発を実施しまし

が、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会

た。

社様の製品「Ribbon ナポリン」＜北海道キャラ
クターコラボラベル 2013＞に登場する事となり
ました。
「チーベルくん」は、町内でもあまりお目に
かかれない「レアキャラ」ですので、是非とも

この機会に探してみてください。

5 月 19 日、27 回目となる「東京秩父別会総会・
懇親会」が東京で開催され、神薮武町長ら来賓

「Ribbon ナポリン」＜北海道キャラクターコラ

の方々と、東京秩父別会の会員ら合わせて約 60

ボラベル 2013＞は、6 月 3 日（月）から北海道

名が出席しました。

限定・期間限定で発売されます。

懇親会では、参加者らが会場内に並べられた
町の広報誌やパンフレットを見ながら、各々の

田植えが始まりました！

昔話で盛り上がり、会員らによる余興やマジッ
クショー・カラオケ等も行われ、楽しい一時を
過ごしていました。
また、お帰りの際には、参加された会員らに
トマトジュース等のお土産が渡されました。

桜が見頃を迎えました

平成 25 年 05 月 21 日

肌寒い日が続いておりましたが、ようやく温
かさを増し、早いところでは 18 日より町内で田
植えが始まっております。
約 1 ヵ月の育苗期間を終え、10 センチほどに
成長した苗が、田植え機によってきれいに植え
られていきます。

平成 25 年 05 月 24 日

今年は天候に恵まれず、雪融けが遅かったせ

今年は低温の日が続き、桜の開花がかなり遅

いもあり、平年と比べて５日程遅れた田植えと

れていましたが、ようやく見頃を迎えました。

なりました。

来週にかけて満開になると思われますので、
見事に咲いた『桜の杜』の桜を御堪能ください。

東京秩父別会総会
秩父別の風景

平成 25 年 05 月 21 日
平成 25 年 05 月 28 日

町では、田植え作業が急ピッチで進められて
います。

一昨日から急に気温が上がったせいか、今日
のスポーツ公園には、親子で「日向ぼっこ」や

昨日は、２５℃を超える今年初の夏日となり、 「散歩」を楽しむ姿が目に付きました。
植えられた苗もすくすくと育つことでしょう。
今日は風もなく、穏やかな朝を迎えました。
田植え後の田に、薄らと温泉と百年記念塔が

広々とした敷地内を、我が子と思いっきり駆
け回る。
そんなひと時を楽しんでください。

映り込んでいます。

秩父別中学校体育大会の一コマです。

スポーツ公園内の遊具で、楽しいひととき。
親子でのＶサインが、とても微笑ましく感じま
す。
平成 25 年 05 月 28 日

今年、６６回目を数える秩父別中学校の体育大
会が、５月 25 日開催されました。全校生徒数は
６１名。小学生の時から同じクラスで過ごして
いることから、お互い気心が知れ仲間意識も強
い事もあってか、勝ち負けは二の次。みんなで
頑張り、みんなで楽しむ、そんな雰囲気が満ち
あふれた、素敵な体育大会でした。

スポーツ公園の様子をお知らせします。
認定こども園「くるみ」の園児たち。元気に
公園内を走り回っていました。
みなさん、年長の「ひまわり組」とのことで
す。

平成 25 年 05 月 28 日

今年も豊作カモ

も田植え機作業や苗運び作業を体験されていま
した。
田植え機の性能に驚きや感動を覚えながら、
とても充実した表情を浮かべていました。
秋には収穫体験も予定されていますので、今
から楽しみですね。

建設業協会より大鍋の寄贈

平成 25 年 05 月 29 日

本格的な田植えシーズンを迎えている中で、
今朝の町内の田んぼにおいて「マガモ」の番い
（つがい）が仲良く泳いでいる姿を見かけまし
た。
ロシア極東部などから冬に渡ってくるマガモ
ですが、北海道内でも繁殖行動が見られるもの
で、秩父別町を気に入ってくれたのかもしれま
せん。
本州では、水田の雑草や害虫をマガモに食べ
させて、農薬を使わないマガモ農法等もあるそ
うですが、マガモの力で今年も実りの秋になる
カモしれませんね。

平成 25 年 05 月 31 日

５月２９日、秩父別町建設業協会より、イベ
ントや災害時などに利用できる大鍋を２個寄贈
いただきました。
大鍋は、直径８４センチ、容量８０リットル
もあり、１つで約１６０食分が用意できます。
町では、秋に開催予定している「秩父別産新

なつみの里「田植え体験」

米普及マラソン大会」や、各種イベントで活用
させていただきたいと考えています。

無線ＬＡＮアンテナ設置中

平成 25 年 05 月 30 日

５月２８日「なつみの里」の利用者１０名の
皆さんが、「田舎の親戚」（代表 藤岡浩文）
サポートのもと、田植え体験されました。
絶好の田植え日よりの中で、利用者の皆さん

平成 25 年 05 月 31 日

広域無線ＬＡＮサービス(農家地区向け)の開
始に伴い、申込みのあった家庭から順次専用ア
ンテナの設置を行っています。

く作業しました。
最後にハイチーズ！みんなの笑顔みたいに、
元気なお花を咲かせてね！！

電波を使った大容量・高速のインターネット
サービスのため、ＡＤＳＬに比べて距離が遠く

万が一に備えて

なっても伝送速度の低下が少なく安定している
ところに魅力があります。
今後、光回線が導入されれば、広域無線ＬＡ
Ｎサービスの伝送速度も向上するメリットがあ
り、より快適なインターネット環境を町民の皆
様にお届けできることになります。

人権の花運動

平成 25 年 06 月 11 日

6 月 7 日に境川救急排水機場で排水ポンプの
試運転を行いました。
境川救急排水機場は、大雨による民家や農地
への浸水被害を防止するため、周辺の排水路や
筑紫川が増水したときに境川へ排水する施設で、
毎秒１ｔの排水能力を持つポンプが 3 基設置さ
れています。
平成 25 年 06 月 04 日

６月４日、秩父別小学校において「人権の花

また前日の 6 日には、災害用移動式ポンプ（排
水能力：毎秒 0.2ｔ）の試運転も実施しています。

運動」が行われました。

「ちっぷべつ・緑のナポリタン」デビュー
「人権の花運動」とは～花の苗を子どもたち

前試食会①

が協力し合って育てることを通じ、協力、感謝
することの大切さを生きた教育として学び、生
命の尊さを実感する中で人権尊重思想を育み、
情操をより豊かなものにする事を目的とした法
務省所管の事業です。
全校朝会の後、人権擁護委員さんから運動の
趣旨や意義についての説明を聞き、目録、花、
プランターを寄贈されました。
その後、１～２年生のみんなでさっそく花植
え。人権イメージキャラクターの「人ＫＥＮま
もる君」もお手伝いに来てくれ、ワイワイ楽し

平成 25 年 06 月 11 日

６月２９日にデビュー予定の「緑のナポリタ
ン」試食会が、町議会議員、ＪＡ、商工会、ブ

ロッコリー生産組合の代表者等を集めて開催さ

ブロッコリーの定植が始まっています

れました。
開発スタートから１年あまり。
その間、２５回に渡る試食会や打合せ等を経て、
いよいよデビュー間近となりました。
試食会に参加された皆様も、舌鼓を打ちなが
ら、鮮やかな「赤」と「緑」のコントラストの
ナポリタンを堪能されました。
７月６日・７日には、芽室町で開催される新・
ご当地グルメグランプリにも出店いたします。
ご当地グルメの応援団として皆様も声援をよ
ろしくお願いいたします。

平成 25 年 06 月 12 日

秩父別町の特産品であるブロッコリーの定植

町道清掃ボランティア

が始まっています。
わたしたちが食べる花蕾（からい）の部分ま
ではまだ育っていませんが、今月の下旬にはで
きるのでは、との話でした。
6 月 29 日デビュー予定の「緑のナポリタン」
で今年の初物が使えるように、すくすく美味し
く育って欲しいですね。
お天道さまに「最適な天気を！」とお祈りし
ているところです。
※花蕾…花のつぼみのことをさします。

平成 25 年 06 月 12 日

6 月 11 日、札幌市の大善建設株式会社にボラ

「フレッツ光」申込受付開始

ンティアで町道の路面清掃をしていただきまし
た。
同社の栗岡営業部長が本町の出身であること
から、平成 21 年から今年まで 5 年間にわたり同
様のボランティアをしていただいています。深
く感謝申し上げます。

平成 25 年 06 月 13 日

６月１３日からいよいよ、フレッツ光サービ
ス(市街地区)の受付を開始することになりまし
た。
光サービスは、ＡＤＳＬに比べて送受信とも

高速の通信速度があり、距離が遠くても速度が

役場前花壇にバラ植樹

安定しています。
また、ご使用中の電話機・電話番号そのまま
で光電話となり、全国や海外へも低料金で通話
できる等のメリットがあります。
対象地域にはＮＴＴ東日本よりチラシ配布や
訪問でサービス案内および受付が行われます。
サービス提供開始９月１７日を予定していま
す。
この機会に皆様も是非お申込みください。
注：訪問会社はＮＴＴ委託会社(シグマスタッ
フ・ネオネットワン)の２社です。訪問の際には
サービスの申込及び現状確認のみで、直接、口
座の確認や金銭の支払いに関する事は行わない
ことになっております。

平成 25 年 06 月 20 日

６月１８日、毎年季節により色々な花が植え
られている役場の花壇ですが、今年はバラとペ
チュニアが植えられました。（写真はバラ）
バラはまだつぼみの状態が目立ちますが、７
月上旬には満開の姿を見せてくれることでしょ

スポーツ公園四季

う。

バラ園現在の状況

平成 25 年 06 月 13 日

ここ数日、気温の高い日が続いています。
今日は、スポーツ公園に遊びに来ている子ど
もたちが公園内を流れる「せせらぎ」で水遊び
を楽しんでいました。
これから夏に向け、公園では元気に水と戯れ
る子どもたちの姿が見受けられることと思いま
す。

平成 25 年 06 月 21 日

いよいよ「ローズガーデンちっぷべつ」が６
月２２日（土）午前 9 時から開園となります。
ここ近日は、あまり気温が上がらなかったせい
もあってか、バラの開花が遅れております。
なお、初日は先着３００名に記念品を贈呈す
るほか、園内のローズショップ「ゆめぽっけ」
では、今年もバラの苗の販売も行う予定となっ
ておりますので、皆様のお越しを心よりお待ち
しております。

ローズガーデンがオープンしました

日（土）１８：３０からの予定ですので、是非
ご覧ください。

「わが町クリーン大作戦」が開催されます。
平成 25 年 06 月 27 日

６月２９日（土）に秩父別町まちづくり協働
隊（代表：峠勝寛）主催による、「わが町クリ
ーン大作戦」を開催いたします。
当日は市街地の歩道の草取りや土砂の除去を
行う予定です。
一緒に「わが町」を心地よい綺麗な町にして
平成 25 年 06 月 22 日

オープン初日は肌寒く、小雨が降る天候でし
たが、大勢の来場者がバラを観賞しに訪れてい

いきませんか。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。詳
細は以下のとおりです。

ました。
先着３００名の記念品として、「ぽてとちっ
ぷべつ」と「ポケットティッシュカバー」が配

１．日

時：６月２９日（土）

られ、来場者は園内をゆっくり周りながら、バ
ラグッズを購入したり、カロスの鐘を鳴らした
りと楽しんでいました。

ＴＶＨ「旅コミ北海道」放送予定

午後１時３０分～３時間程度
２．集合場所：秩父別町ファミリースポーツセ
ンター駐車場
３．作業内容：市街地の歩道の清掃
（草とり、土砂とゴミ除去）
４．持

物：草取りくわ又は手ぐわ、軍手、
庭ほうき（可能な方）
※飲み物等各自必要と思われる

もの
５．参 加 料：無料
（終了後の懇親会にご参加いただける場合は２，
０００円）

平成 25 年 06 月 26 日

先日、ＴＶＨ（テレビ北海道）取材班の皆さ
んが秩父別町を訪れ、６月２２日に開園した「ロ
ーズガーデン・ちっぷべつ」や、２８日に発表
会を控える、新・ご当地グルメ「ちっぷべつ緑
のナポリタン」を熱心に取材していただきまし
た。
ＴＶＨ「旅コミ北海道」の放送日は６月２９

