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く当日は台風の直撃を受け道の駅し
ゃり特設会場での開催をあきらめ、
急遽産業会館 階大ホール特特設会
場に場所を移して行われることにな
った（たしか 数年前にも…）。
仮装盆踊りに参加した チーム、
１個人は広い（…？）会場の中、見
物に来た（それなりに）多くの客と
熱気で一体感を共有し、夏のイベン
トを楽しんだ。また参加チームと個
人は思わず割り当てられた多くの景
品・賞品に満足そうであった。
最後は恒例となった「餅まき」で、
広い会場いっぱいの賑やかさを楽し
んだ。
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※返済期間、保証人・担保の有
無等により利率は異なります。

９月９日現在

日本政策金融
公庫普通利率

◦優勝チーム……聖闘士星矢
奇抜かつ創造的なファッション
がきめて。
◦準優勝チーム…サザエさん家の盆
踊り
徹底した被り物。工夫いっぱい
のサザエさんが楽しめた。
◦３位チーム……マンガ日本昔話
多くの参加者が精一杯踊ってく
れました。

◆結果報告 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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治
裕
田
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月 日㈮。数日前から道の駅し
ゃり前での準備万端の会場つくりを
終え、盆踊りの当日を待ち構えてい
た商工会青年部。長いことかかって
盆踊りの構想を練り、テーマ「漫画」
の「サザエさん」をかなり凝った仕
掛けで仮装に作り上げ、期日に間に
合わせた商工会女性部。祈りむなし
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それで…

まさ 撃!! 盆踊りは
直
風
台
どうなったの？
か!
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童がそれぞれ斜里小、朝日小に
統合された関係で初めてねぷた
に参加する児童が増えたことは
喜ばしいことです。
沿道に詰めかけた観客はねぷ
た一家のお囃子パフォーマンス
や斜里青年会議所のシャリッと
さん組ねぷたに声援を上げ喜ん
でおりました。
長年連続して参加をしてまつ
りを盛り上げてくれる団体があ
る 一 方 で、 新 し い 参 加 団 体 が
中々増えてこないのが今後の課
題でしょうか、今年は斜里中学
校美術部が他団体と合同で参加
していましたが、少人数でも参
加した
いとい
う団体
が他団
体と合
同で参加す
る手法はと
てもよいこ
とだと感じ
ました。構
成人数が少
なくなって
きた参加団

北海道地方最低賃金審議会が最低賃金の引き
上げを北海道労働局長に答申しました。この答
申は １０ 月１日より効力が発生します。

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族
手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等
割増賃金は算入されません。

○最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、
最低賃金法違反として処罰されることがあり
ます。

○特定の産業
（
「処理牛乳・乳飲料、
糖類製造業」、
「鉄鋼業」
、
「電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、
情報通信機械器具製造業」
「船
、
舶製造・修理業、船体ブロック製造業」
）で
働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金
が適用されます。

体が、新たな団体を巻き込み合同参
加する呼びかけが出来ると、少しで
も運行参加者が増えてねぷたも盛り
上がるのではないでしょうか？
また、日中道の駅しゃりで行われ
ている弘前・竹富物産展では例年同
様買い物客でたいへん賑わいを見せ
ていました。数量限定のマンゴーは
相変わらずの行列で、完売に時間は
掛かりませんでした。
恒例のねぷたフェスティバルは炎
天下の中での開催となり、観客席に
は急遽テントを設置し日差しを凌ぎ
ました。各団体が表彰を受けました
が、今年始めて加わった知事賞は
日 の ね ぷ た 運 行 前 に 発 表 さ れ、「 朝
日小学校子どもねぷた」が見事受賞
しました。おめでとうございます。

最低賃金の改定について
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（効力発生年月日 平成28年10月１日）

しれとこ夏まつり
盛大に
しれとこ斜里ねぷた

月 日㈮・ 日㈯恒例のしれと
こ夏まつりが開催されました。
第 回を迎えたしれとこ斜里ねぷ
たは少し肌寒い中での運行となりま
したが、両日晴れ空の下運行するこ
とが出来ました。
参加団体は減少傾向ですが今年か
ら、川上小、朱円小、以久科小の児

786円
最低賃金額
時 間 額
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商工会青年部が募金活動及びエコ
キャップ、リングプルの回収を始め
てから今年で 回目を迎えることと
なりました。ここまで続けてこられ
たのも皆様の協力のおかげです。来
年以降も継続して事業を続けていき
たいと思いますので、これからもご
協力をお願いいたします。

せていました。この日のために鍛え
た自慢のお尻をぶつけ合い、白熱し
た戦いを繰り広げていました。
そのほかにも、アマチュアバンド
による演奏やフラダンス、よさこい
など様々な舞台で観客を沸かせまし
た。
今年は天気には恵まれませんでし
たが、大変盛り上がりを見せた楽市・
楽座になったのではないでしょうか。
来年こそは雲一つない青い空の下開
催できることを祈っています。

親睦パークゴルフ
大会

ークゴルフ場（シーサイド）におい
て開催され、 ホールにより競技が
行われました。
当日の天気は雨でした。時間が経
つにつれて雨が強くなり最終的に大
雨の中でパークゴルフを行うことに
なりました。雨の影響で球が止まっ
たり、芝が重くなってラフの打ち出
しがうまくいかなかったりと、参加
者はかなり苦戦していました。
このような環境の中でも好スコア
を出す参加者もいて白熱した親睦パ
ークゴルフ大会になりました。
順位は以下のとおりです。
優 勝 神田 裕治
上野 敏雄
準優勝
加藤 睦子
１位
坂野 昇
２位
水野 栄子
３位
千葉 俊博
４位
鈴木 幸一
５位

大雨だったパークゴルフ大会

24時間テレビチャリティ募金活動
10

楽市楽座
28
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36

時間チャリティ
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雨の中、賑わう会場
８月 日㈰第 回商工会パークゴ
ルフ大会が 名の参加により町営パ
21

募金活動 （青年部）
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８月 日㈰午前 時から道の駅特
設会場にて第 回知床しゃり楽市・
楽座２０１６が開催されました。
北海道では初となる同時期に３つ
の台風が上陸したことによって、斜
里町も悪天候が続き、今年は雨の中
の開催となりました。晴れる気配も
なく集客に不安を覚えましたが、始
まってみるとたくさんのお客さんが
押し寄せ、賑わいを見せていました。
道の駅の中では、型抜きやスマー
トボール、似顔絵コーナーなど子供
から大人までが楽しめる催し物を行
っていました。また、雨にも負けず
外でのイベントも予定通り決行しま
した。
メインイベントの一つでもある大
縄跳びには、たくさんの参加者が集
まり雨に逆らうように飛び跳ねてい
ました。優勝チームは斜里中学校バ
スケ部で記録は１１１回でした。
もう一つのメインイベント、尻相
撲も例年通り大きな盛り上がりを見
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８月 日㈯午後６時より、道の駅
しゃりにおいて 時間テレビチャリ
ティー募金応援隊に認可されたチャ
リティー募金が行われました。斜里
で募金活動が行われるのは今回で
回目となります。
今年も商工会青年部が久野部長を
中心として募金活動のほかエコキャ
ップ、リングプルの回収を行いまし
た。最終的な募金金額は 万９７３
９円で、エコキャップの回収は２８
５ ㎏（ 約 万 ４ ０ ０ ０ 個 ）
、リング
プ ル の 回 収 に 関 し て は ．１ ㎏ で し
た。今年も大勢の方々からの温かい
ご支援をいただくことができました。
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企業を訪ねて
10

ＭＡＨＡＬＯ

マナマハロ
〇しれとこ産業まつり

◦と き ９月 日㈰ 午前９時 分〜
◦ところ みどり工房斜里 特設会場
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産量が北海道に次いで２位の佐賀県
で育成不良を起こす「べこ病」が流
行して、記録的な不作となっている。
物流が完全に混乱し、小ぶりなも
のでも「１個１００円」も珍しくな
い状況となっている。北海道シェア
の高いジャガイモやニンジンなども
値上がり傾向にあるという。
いくつかのスーパーなどでは納品
予定だった商品が届かず、発送され
ているかどうかもわからない状態だ
という。
このような環境の中でこの先どこ
まで影響
が続くの
か今はま
だ先の見
えない話
しである。

◦と き
月 日㈮ 午後７時〜
◦ところ 実施商店街

〇第２２８回ふらっとナイト

（斜里町以久科北 国道２４４号沿い）
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８月北海道に３
つもの台風が上陸
した。１年の間に
３つの台風が上陸
するのは初めての
ことらしい。半月間の間雨の降らな
い日はほぼなかったのではないだろ
うか。
北海道だけではなく日本全国に影
響が出ている。各地で大雨が続き、
土砂災害や強風の影響で死亡者も出
ている。そのほかに、収穫時期を前
にした野菜などが台風の影響で収穫
できず、かなりの被害額になってい
る。農林水産省の報告によると、台
風７号の影響で 億円、 号、９号
の影響で２０８億円、 号の影響で
今わかっているだけでも１８９億円
という数字になっており、今後どの
ような状況になっていくのか想像す
ることも難しい。
このことに加えて、タマネギの生
31

ＭＡＮＡ
いるそうです。オホーツク管内では
珍しいホットストーン（溶岩が丸く
なった石）を用意されていて、ハー
ブ・アロマ雑貨『生活の木』商品の
全品取り扱いもされているそうです。
最後に大変忙しい中を快く取材に
応じていただきました マナマハロ
さんありがとうございました。スペ
シャルデイに男性から女性へのプレ
ゼントなどに大変喜ばれているよう
です。会員の皆さんのご利用お願い
申し上げます。
❀アロマテラピーサロン❀
ハワイアンロミロミ・ホットスト
ーン・リフレクソロジー（足裏）
『ＭＡＮＡ ＭＡＨＡＬＯ』マナ
マハロ
営業時間
時～ 時 ※時間外相談可
定休日 土曜午後・日祝日
※営業日外相談可

〒０９９ ４１１５
６
北海道斜里郡斜里町光陽町
７６１６
ＴＥＬ：０１５２
２８８０
ＦＡＸ：０１５２
： kaokaochoco@gmail.com
E-mail
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（174）
２０１３年２月にオープンされた
光陽町にある「マナマハロ」さんを
取材しました。
創業のきっかけはオーナーの木幡
さんが 年前に結婚のため斜里町へ
移住し、すぐ妊娠・出産をされて、
産後や育児の合間、特別な日に息抜
きをしたかった時、斜里町に女性が
気軽にリラックスや気分転換出来る
お店がなかったので『女性の癒され
る時間と場所をつくろう』と思い開
業することになったそうです。
お店の特徴は、古来より自然の神
々にお祈りを捧げて行われていたハ
ワイアンロミロミをオーナーの木幡
さんが本場ハワイで修得され、大自
然知床にマッチングした施術をアッ
トホームな雰囲気の中で提供されて
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