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ースを駆け抜けた。本当に、本当に
お疲れ様でした。最終到着地の「斜
里町ゆめホール知床」に着いたサイ
クリストたちは心地よい疲労感と、
どの顔もやりきった爽快感で笑顔に
満ちていた様子が印象的だった。
最後に、オホーツクサイクリング
を裏で支えてきた多種多様な団体。
そのひとつに、遠く雄武町からのサ
イクリストたちをたたえ、ねぎらい、
笑顔で出迎えてきてくれた商工会女
性部の存在がある。野外でのイベン
トを長く続けるということは、決し
て良い条件のときばかりではなかっ
たと思われる。多くの陰で活躍され
た団体のひとつとして、ご披露させ
ていただきたい。

女性部のお見送り時の出店の様子

治
裕
田
責任者 神

全国的に愛輪家の注目を浴びてい
た、夏の風物詩ともいえる管内雄武
町から斜里町までのインターナショ
ナルオホーツクサイクリング（全長
２１２キロ）は今回をもって最終回
となる。サイクリング愛好家の恒例
イベントは 回を数え、健康志向の
ブームにのって相乗効果となり、さ
わやかなオホーツクのロードサイク
リングはずいぶんと盛況であった。
最近は参加者がかなり減少し、コ
ースや距離など主催者側の様々な工
夫もあったが、残念ながら今回をも
って最後ということになった。
さて、最終回ということもあって
心配された参加者数も約７５０名と
増加し、名残を惜しむかのように沿
道のあちらこちらで傘をさしての応
援の声が続いていた。思えば昭和に
始まり平成を駆け抜け、そして令和
の最終回を迎えた 年間の様々な歴
史とともにあった巨大なイベントで
あった。
当日は天気があまりよくなく、参
加者は冷たい雨の中、いつもの大会
にもまして懸命にペダルをこぎ、コ

集

㈲ 斜 里 印 刷
刷
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電
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オホーツクラインを
駆け抜けた「君」は
美しかった…

サイクリング
最終回！

５月 日㈫産業会館にて、記念す
べき令和元年度斜里町商工会通常総
代会が盛大に開催されました。
土橋会長より挨拶の後、北雅裕斜
里町副町長から祝辞、続いて武部新
衆議院議員、高橋文明北海道議会議
員の方々の祝電が披露されました。
議事に入るに際し、議長には元木
誠二氏が指名され、以下の議事が提
案されました。
第１号議案 平成 年度事業報告
第２号議案 平成 年度収支予算追
加更正
第３号議案 平成 年度収支決算
第４号議案 令和元年度事業計画
第５号議案 令和元年度収支予算
第６号議案 斜里町商工会定款の一
部改正
第７号議案 斜里町商工会青年部規
約の一部改正
第８号議案 役員の補充選任
※定款・規約の改正内容につきまし
ては配布の総会資料をご覧くださ
い。
提案された議案は全て異議なく承
認され、議事を終了しました。

（案）
（案）

円滑な議事進行をして
頂いた元木議長
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斜里町商工業振興計画を基軸に発展を

令和元年度 通常総代会開かれる

14

（案）

現在の役員構成は次の通りです。

会 長
土橋 利文（推薦委員会）
副会長
長屋 慶治（推薦委員会）
髙橋 秀典（推薦委員会）
理 事
竹田 栄治（第１地区）
櫻田 仁之（第２地区）
大橋 力暢（第３地区）
滝川 智貴（第４地区）
上野 敏雄（第５地区）
吉野
篤（第６地区）
須田修一郎（第７地区）
北
豊道（第８地区）
桂田 精一（第９地区）
藤田 典之（商業部会・新）
山本
勝（工業部会）
藤枝
靖（サービス業部会）
桑島 大介（観光部会）
神田 裕治（推薦委員会）
五十嵐一彦（推薦委員会）
門間 哲也（推薦委員会）
中田 尊徳（推薦委員会）
下山
誠（推薦委員会）
中村健太郎（青年部・新）
武藤 香苗（女性部）
監 事
中村 嘉成（推薦委員会）
長谷川宏文（推薦委員会）

㈲すぎやま 木村敏昭、山吹 純
㈱ユートピア知床 新村美佐江、
岩谷美紀子
㈱知床第一ホテル 伊藤照哲、
小国 誠
㈱元木金物店 森田利春
斜里町商工会 青木沙恵
◦勤続 年（ 名）
㈲コンドー自動車工業 浅井裕司
大成工業㈱ 本宮憂太
㈱中田建機 大槻敏文、阿部和彦
㈱丸米産商 旭 映見、齋藤広美
斜里バス㈱ 太田克彦、服部哲朗、
畑中 伸
㈲すぎやま 小野ゆかり
㈱知床第一ホテル 井尾弘治
◦勤続 年（ 名）
㈱北進 塚田敏之
㈲コンドー自動車工業 小室秀幸
星印刷工業㈱ 本宮尚孝
サンエイ工業㈱ 里田真一
㈲斜里印刷 川村一路
㈱遠藤工務店 山下雄治
㈱中田建機 荻原賢治
㈱美咲興業 吉田由一
斜里バス㈱ 森野芳則、田中政蔵
㈲すぎやま 江尻 剛
㈱ユートピア知床 吉田和彦
㈱元木金物店 土屋賢一
シドニークリーニング 榊枝尚美
（順不同・敬称略）

永年勤続従業員表彰 （受賞者）
受賞者は左記のとおり。
◦ 北海道商工会連合会長表彰（ 年以上）
㈱美咲興業 吉田由一
サンエイ工業㈱ 里田真一
㈲すぎやま 江尻 剛
◦オホーツク管内連合会優良従業員
表彰（ 年以上）
㈱ユートピア知床 古坂智則
◦勤続５年（ 名）
㈱丸あ野尻正武商店 東谷さゆり、
白井陽一
㈱長屋工業 中村亮太
ハンドル伊藤産業㈲ 角野則一
㈱中田建機 二口貴之、富山仁尊、
服部博行、三国俊幸、上田 亨、
辺見勝則、加藤政吉
㈱美咲興業 熊野直人
㈱丸七高橋組 関谷敏明
斜里バス㈱ 西嶋博幸
㈱知床第一ホテル 情野陽一、
前田拓也
斜里町商工会 鈴木芳美
◦勤続 年（ 名）
㈱丸あ野尻正武商店 椿原里志
ハンドル伊藤産業㈲ 鴨崎久明
㈱中田建機 小河康成、石川康晴、
佐藤忠広、高橋 安、小松繁勝、
公平 勉
㈱丸米産業 川勝 翼、鈴木修市、
畠山八洲子、奥泉純一、良知達也
㈲フジタ住建 小口 茂
㈲丸七高橋組 菅井和史
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工業部会 部会長 山本 勝
副部会長 上野敏雄、北 豊道
幹
事 竹田栄治、佐藤年彦、
中田幸位、石崎晴善、櫛部隆夫、
土田好起、鈴木市郎、木村哲明
サービス業部会 部会長 藤枝 靖
副部会長 須田修一郎、竹田栄治
幹
事 小池孝一、大橋力暢、
横山太郎
観光部会 部会長 桑島大介
副部会長 桂田精一、滝川智貴
幹
事 下山 誠、上野山文男、
梅沢征雄、三浦詔男、午来治男、
木幡純一郎、吉野英治、西岡 保

総代会にて活動報告や計画（案）を提案する部会、委員会、
青年部、女性部
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部会・委員会構成
総務企画委員会 委員長 五十嵐一彦
副委員長 山本 勝、藤枝 靖
委
員 桂田精一、吉野 篤、
滝川智貴、下山 誠
広報委員会 委員長 神田裕治
副委員長 須田修一郎、下山 誠
委
員 安田智哉、三浦賢太郎
久野堅太郎
地域振興委員会 委員長 中田尊徳
副委員長 門間哲也、大橋力暢
委
員 櫻田仁之、桑島大介、
近藤将人、稲垣恵司、元木誠二、
真壁祐哉
商業部会 部会長 藤田典之
副部会長 神田裕治、五十嵐一彦
幹
事 櫻田仁之、元木誠二、
野尻勝規、塚田 光、豊島和敏、
真壁祐哉、和知二郎、山川信孝

新理事に任命された藤田典之氏（左）と
中村健太郎氏（右）
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――――― 25日㈭ ―――――
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弘前物産展 10:30～19:00 道の駅

27

――――― 26日㈮ ―――――
弘前物産展 10:00～20:00 道の駅

10

ねぷた運行 19:00～21:00 町内行進

27

――――― 27日㈯ ―――――

25

エレクトーンステージ演奏 11:30～13:00 道の駅

15

竹富物産展 13:00～14:00 道の駅

27

ねぷたフェスティバル 14:00～15:30 道の駅

道の駅しゃり露店祭 16:00～21:00 道の駅

ねぷた運行 19:00～21:00 町内行進
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13

弘前物産展 10:00～20:00 道の駅

売出し抽選会 10:00～20:00 道の駅

道の駅しゃり露店祭 16:00～21:00 道の駅

クローバー作戦
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売出し抽選会 10:00～20:00 道の駅

青年部・女性部

工業部会視察研修報告

５月 日、青年部・女性部合同地
域清掃事業「クローバー作戦」を実
施しました。
平成 年に清掃コースが つ葉の
クローバーのようだということで、
当時の佐藤元青年部長が命名したと
いう何ともロマンチック（？）な取り
組み。
参加人数は女性部 名、青年部
名の計 名。なんと朝から ℃を超
える猛暑のなか、部員の子どもたち
も応援にきてくれて、大変助かりま
した。
ある青年
部員からは、
「地域に一
番貢献して
いる」イベ
ントという
ほど、大切
な事業です。
女性部・青
年部は今後
も世界自然
遺産知床に
恥じないよ
うクリーン
な街づくり
を実践して
いきます。
16
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世界遺産の街に囃子が響く

17

ラ」「青森カシスバウム」「青森ス
ティック」！初出店コマモ・シフォン
の「アップルパイ」にも注目。
また、津軽塗りの研ぎ出し体験
（ 先 着 順 ）も 、 日 ～ 日 の 間 、 ①
時～② 時～③ 時～④ 時～の
４回に分けて実施されます。
売り切れ必須の竹富町即売会の品
物は、今年もパイナップル、マンゴ
ー！ 日 時～道の駅テラスにてス
タート（悪天候等により到着が遅延
した場合は中止）です。
これらに加えて、ダイソン空気清
浄機やウトロ温泉ペア宿泊券が当た
る恒例の商店街売出し抽選会もある
ので、是非、皆さんも市街地へお出
掛けください！

６月 日㈰
～ 日㈪に工
業部会は視察
研修を実施
し、士別市や
剣淵町、滝上
町などを訪
れ、先進的な
取り組みや、
地域貢献を担
っている企
業、あるいは
社会的、及び
文化的な価値
を保有する施
設を視察しま
した。
参加者は
名。建設業、運送業のノウハウを生
かし、農業へ参入を図った「かわに
しの丘 しずお農場」、若手農家が
一念発起し立ち上げた、多種多様な
野菜づくりや加工品販売を行う「け
ん ぶ ち Ｖ Ｉ Ｖ Ａ マ ル シ ェ 」、 道 内 各
地で小水力発電の整備事業を行う北
電関連企業が所有する「滝上芝ざく
ら発電所」など、自社はもとより、
地域の経済・社会の発展に寄与する
ための見聞を広めることができまし
た。
17

しれとこ夏まつり開幕！
知床夏の大イベント「しれとこ夏
まつり」が７月 日㈭～ 日㈯に開
催されます。
メインのしれとこねぷた運行は
回目を数え、本家弘前ねぷたには遠
く及ばないものの、昭和から平成を
経て本年の令和まで引き継がれた実
に尊いイベントです。例年同様 日
㈮・ 日㈯の２日間運行します。
北海道知事賞をどの団体が受賞す
るかも楽しみの一つ。昨年は「ヤー
ヤ・どーする会」が見事受賞しまし
た。
そして、夏まつりと言えば、友好
都市・姉妹町の物産販売会。弘前の
今年の一押し＆おすすめは「パテ
ィシエのりんご スティックショコ

各店舗
商店街売出し開始

27

☞夏まつり見どころタイムライン
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知床しゃり楽市・楽座

令和元年８月２5日㈰ 10：00～16：00
道の駅しゃり テラス
斜里工房しれとこ屋 駐車場
問合わせ先 ０９０－１６４７－５５４８
（中田）
０９０－９０８８－４４６７
（加藤）
主 催 知床しゃり楽市・楽座実行委員会
後 援 斜里町・斜里町商工会・
知床斜里町観光協会

します。

町民仮装

き ８月９日㈮ 午後７時〜午後

ングプル、ペットボトルキャップのみお持ちいただきますようご協力お願いいた

時まで

10

〇第２６２回 ふらっとナイト
◦と

24

時間テレビチャリティ募金

日㈰

4

日㈯〜

25

＊平成 年 月に、
道の駅うとろシリエ
トク裏に完成したウ
トロ漁港人工地盤
に、この度「ウトロ鮭テラス」と名
称がつきました。＊１階は荷さばき
場となっており、漁業関係者以外は
立ち入り禁止になっていますが、２
階は水揚げ風景
が自由に見学で
きるスポットに
なっています。
今後看板などを
設置して、わか
りやすくする予
定となっていま
す。＊地元の方
はあまり訪れる
機会がないかも
しれませんが、
一度足を運んで
みてはどうでし
ょうか。

28

き ８月

なものが入っているとケガにもつながります。お持ちの際は十分に確認の上、リ

道の駅しゃり内

通のゴミが混ざっていることがあります。中でも金属や、ガラスの破片等、危険

◦と

ットボトルキャップの回収を行います。毎年沢山のご協力を頂いていますが、普

◦ところ

今年も24時間テレビチャリティ募金に合わせて商工会青年部がリングプル、ペ

盆踊り 大 会 開 催 ！

!

30

24

今年は晴れますように！

10

〇

今年も商工会青年部で

リングプル、ペットボトルのキャップを回収します。

参加者募集中
とき 令和元年８月 日㈭
場所 道の駅 しゃり（雨天時の場
所は産業会館）
子供の部 午後６時スタート
☆まずは集まって自由に踊ろう
仮装テーマ：ヒーロー・ヒロイン
【賞品】仮装大賞・ 位～ 位・特
別賞・参加賞など
【参加対象】町内の幼児・小中学生
【 申込】当日 会場にて午後６時
分～午後６時 分
【 問合せ先】自治連児童福祉部 博
１２５６）
物館 合地（

時
所

日
場

5

大人の部 午後７時 分スタート
仮装テーマ：自由（お好きな仮装で
ご参加ください）
【 賞品】優勝・準優勝・特別賞・部
門賞など
☆優勝は商品券 万円、準優勝は商
品券５万円
【 申込】事前申込又は当日の会場に
て午後５時～午後７時 分
【問合せ・申込先】斜里町商工会
２１８５）
小野寺（
30

今年も開催します！

第１6回

！
！
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