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夏の一大イベント「しれとこ夏ま
つり」が７月 日㈭～ 日㈯までの
期間開催されます。
メインのねぷた運行は 回目を数
え、今年は友好都市弘前市との盟約
周年記念運行を予定しており、例
年同様 日㈮・ 日㈯の 日間運行
します。本年は新たな運行団体の予
定はなく、両日約 基の山車が運行
を盛り上げます。
道の駅しゃりで行われるイベント
内容ですが、恒例の弘前物産展は
日～ 日、竹富町果物即売会は 日
午後１時から（商品がなくなり次第
終了、例年マンゴー・パイナップル
を 求 め 行 列 が 出 来 て い ま す ）。 期 間
中対象のお店で買い物をしてもらえ
る抽選券で、豪華景品が当たるお楽
しみ抽選会は 日・ 日、ねぷたフ
ェスティバルは 日、そして今年の
目玉として５年前に大好評だった
「ジャンボアップルパイ」の実演、
無料提供も 日正午から予定してお
ります、弘前産のりんごと斜里産の
小麦粉を使った絶品アップルパイを
巨大プレートで焼き上げ、出来たて
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を提供します。数量限定でなくなり
次第終了になりますので早めにお越
しください。
期間中は夜のねぷた運行だけでな
く、日中から商店街では盛り上がり
を創出しています、道の駅しゃりで
開催されていますイベントや物産展
に来たことがない方は是非足を運ん
でみてください。普段手に入らない
産地直送品や思わぬ景品が当たるか
もしれない抽選会で「美味しい！」
「楽しい！」が盛り沢山です。
また、本年のねぷたではどの団体
が知事賞を受賞するかも楽しみの一
つです、一昨年は「朝日小学校」昨
年は「斜里小学校」が見事受賞しま
した。知事賞の発表・受賞式は 日
のねぷた運行前のセレモニーで行い
ます。こちらもご期待ください。
期間中の天気を祈り、皆さんも市
街地へお出掛けください！

ジャンボアップルパイの様子
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〒099-4113 斜里町本町29番地8
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H.30. 7 .25
斜里町商工会だより
（1） 第415号

（2） 第415号
斜里町商工会だより
H.30. 7 .25

平成30年度 通常総代会開かれる

５月 日㈫産業会館において平成
年度斜里町商工会通常総代会が行
われた。
開催に先立ち川副事務局長より出
席者数の確認とそれに伴う総会の成
立が報告された。土橋商工会長の総
代会挨拶のあと、紹介された多くの
来賓を代表して斜里町長馬場隆氏と
日本政策金融公庫北見支店長森本淳
史氏から祝辞を頂いた。
馬場町長からは斜里町商工会振興
条例にふれ、その積極的な取り組み
を評価され、なお一層の努力を求め
られた。又、昨年末にオホーツクカ
ードからポテトカードへと移行なっ
た斜里ポテト協同組合の努力と経過
を紹介された。
森本支店長からは高校生の地域活
性化事業への取り組みを紹介され、
新しい視点・アイディアを積極的に
生かしていきたい旨、提案を頂い
た。
その後祝電披露が行われたのち議
長に近藤将人氏を選出し議事に入っ
た。議事は前年の事業報告・今年度
の予算見通しを中心とした 号から
号議案までであり、すべて無事承
認を頂いた。
尚、本年度は理事役員の改選期で
あった。任期を務められ退任された
方々には出席者の前で花束が贈られ
た。太田理事・片山理事・川村理
事・野尻理事・日下監査・永い間ご
苦労様でした。
今回から新しく理事になられた方
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々の若く（？）新しい発想に期待し
ます。慣れない仕事で大変でしょう
がよろしくお願いします。
新役員は次の通りです。

会 長
土橋 利文（推薦委員会・再）
副会長
長屋 慶治（推薦委員会・再）
髙橋 秀典（推薦委員会・再）
理 事
竹田 栄治（第１地区・再）
櫻田 仁之（第２地区・新）
大橋 力暢（第３地区・新）
滝川 智貴（第４地区・再）
上野 敏雄（第５地区・再）
吉野
篤（第６地区・再）
須田修一郎（第７地区・再）
北
豊道（第８地区・再）
桂田 精一（第９地区・再）
村上 體兒（商業部会・再）
山本
勝（工業部会・再）
藤枝
靖（サービス業部会・再）
桑島 大介（観光部会・新）
神田 裕治（推薦委員会・再）
五十嵐一彦（推薦委員会・再）
門間 哲也（推薦委員会・再）
中田 尊徳（推薦委員会・再）
下山
誠（推薦委員会・新）
植村 昌明（青年部・再）
武藤 香苗（女性部・新）
監 事
中村 嘉成（推薦委員会・再）
長谷川宏文（推薦委員会・新）
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星印刷工業㈱ 相内勝也
㈱長屋工業 中村 剛
北海羽田コンクリート㈱ 津田順也
高橋敏幸
㈱河面組 中花繁昌
㈱丸七高橋組 桑島康夫、西村隆浩

１年
です 生
。

く
よろし
お願い
！
します

①勤務先 ②担当部署
③趣味・特技
（五十音順）
※今年度、商工会員の事業
所に就職された方で、ご紹
介漏れの新入社員がおられ
ましたら、商工会へご連絡
下さい。次号に掲載させて
いただきます。
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① 斜里建設工業㈱
② 総務部
③ ネイル

① サンエイ工業㈱
② 設計
③ 音楽鑑賞

永年勤続従業員表彰

15

20

今年社会人一年生になら
れた方々です。会員の皆さ
ん、社会人一年生のフレッ
シュマンをよろしくお願い
致します。

フレッシュマン紹介

（受賞者）

◦勤続 年（ 名）
斜里アポロ石油㈱ 曽我 渉
㈱中田建機 小山田栄子、吉村理恵
㈱ユートピア知床 桑島寿子
斜里バス㈱ 外川敏文、須藤優治、
千葉巨人、渡辺健吾
ハンドル伊藤産業㈲ 小林智成
セブンイレブン斜里青葉店
元村徹子
大成工業㈱ 久野 一
㈱知床第一ホテル 四ツ倉大介、
野宮智明、竹内隆夫

㈱ユートピア知床 溝口雄己、
桧森光枝、小池郁子
辰三興業㈱ 金子 誠、竹内正人
㈱丸あ野尻正武商店 釣場 光
㈱丸米産商 齋藤修二、金澤高次、
伊藤龍司
斜里バス㈱ 桑島一彦
㈱美咲興業 高橋太一
㈱慈光 橋本美千代、澤田君子、
波多野明子、佐藤由利子、
細谷良子、大坂亮子、及川悦子、
斉藤ヨス子
㈱知床第一ホテル 山本一樹、
長野哲也、藤田真一、松浦 輝、
杉林圭太、高野克史、高野直人、
高林康彦、島夛正能、阿部正晴

受賞者は左記のとおり。
◦勤続５年（ 名）
㈲片山電気商会 藤田真司、
藤田ゆう子
㈲トライベッカ 寺田翔一
㈱中田建機 阿部大介、小野治郎、
猿谷久夫、高橋伸夫、笹岡 隆
㈱元木金物店 山村傳樹
㈱ユートピア知床 米澤ひとみ
㈱丸あ野尻正武商店 三海翔太
㈱中村商会 長谷川智弘
斜里バス㈱ 沼倉隆浩、長瀬翔紀
㈱河面組 太田淳治
ハンドル伊藤産業㈲ 大嶺雄太、
伊藤貴浩
セブンイレブン斜里青葉店
熊谷武美
㈱美咲興業 野村 亨、
高橋由加里、
千葉 純、本間大丞、國安翔太
しれとこ里味 本間律子、三坂敏明
フレンドリーショップディッパー
西山達哉、清水美佳
㈱知床第一ホテル 山田恭平、
川原井智博、田本 力、平田 務、
森 英貴、松井 優、長野政信、
田中信尚
◦勤続 年（ 名）
サンエイ工業㈱ 八十木 貴
㈱中田建機 佐々友明
㈱ユートピア知床 古坂智則
㈱中村商会 高橋智浩
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① ㈱ＥＺＯＸ
② フォトサービス
エスグラフィー
③ 音楽鑑賞

① ㈱北一産業
② 土木作業員
③ 映画鑑賞
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◦勤続 年（ 名）
㈲片山電気商会 向岩克裕、
枇杷木肇、大槻勝成、吉崎真須美
サンエイ工業㈱ 渡邊妃都美
㈱中田建機 加藤伸也
10
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５月 日㈰「地元食材の再発見」
「ブランド力の強化」といった趣旨
の下Ｓ １自慢まつりが今年も開催
されました。少し雨もありましたが
大きく天候が崩れることなく、町内
外合わせて４５００人が会場に訪れ
ました。
斜里、ウトロのほか清里や羅臼、
標津など知床の観光圏も含め、 団
体の参加があり、各地の名物品やト
コさんのオリジナルグッズ等が販売
されました。商工会からは例年と同
じく青年部が斜里産の食材を使用し
たたこ焼きの販売を行いました。
数量限定のブースではあっという
間に売り切れてしまい、年々リピー
ターを獲得していることを実感しま
した。
ステージイベントでは恒例となっ
たバンド演奏や、バルーンパフォー
マー「チッキ」さんによるパフォー
マンスなどが行われ、子供たちがス
テージの前に集まり、風船でできた
動物などを欲しがっていました。
他にもフラダンス、バトン、ラッ
プ、豪華景品の当たる抽選会などが
行われ、とても盛り上がっており、
皆さん満足されていました。
年々参加者も増え、地域に根付い
てきたイベント。この先も一層の盛
り上がりを期待したい。
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青年部・女性部

は試合が終わった後にスタジアムの
ゴミ拾いをしていく」と、各国で話
題になっています。
斜里町でも様々な団体、個人がゴ
ミ拾いを行っているので、少しでも
ゴミが落ちていない町を目指すに
は、やはりゴミをポイ捨てしないの
が一番だと思います。
一人一人が意識することで街もき
れいになっていくと思いますので、
拾うゴミがない街になってほしいと
思います。

クローバー作戦

青年部・女性部合同地域清掃事業
「クローバー作戦」が今年も行われ
ました。毎年５月にこの活動を行っ
ていますが、近年この時期のゴミの
量がかなり少なくなってきました。
地域住民はもちろん、観光で訪れる
方のポイ捨てに対する意識が変わっ
てきていると感じます。
最近ではサッカーのワールドカッ
プが行われ、「日本人のサポーター

べてリラックスしていました。
楽しみに
している方
も多いイベ
ントの一つ
であるオホ
ーツクサイ
クリングで
す。参加者
は少なくな
ってきてい
ますが、来
年、再来年
と続いてい
くことを期
待したいと
思います。

オホーツクサイクリングが今年も開催
７月６日㈮サイクリストを乗せた
バスが斜里町役場前を出発し、雄武
町へ向かいました。出発の際には、
商工会女性部の皆さんがお見送り隊
として物販を行い、バスを見送りま
した。
年々参加者が減少しており、少し
寂しくなってきましたが毎年サイク
リングで斜里を訪れる方は「毎年斜
里に来ることを、とても楽しみにし
ている。」とおっしゃっていまし
た。今年は天候のこともありリタイ
アされる方が多く出てしまいました
が、そのような環境の中でも無事ゴ
ールできた方もたくさんいました。
ゴールでは、毎年恒例となっている
商工会女性部のお出迎えもあり、サ
イクリストの皆さんは豚汁などを食

商工女性部による出迎え

H.30. 7 .25
斜里町商工会だより
（5） 第415号
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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
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
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します。

幹
事 上野山文男、梅沢征雄、
三浦詔男、午来治男、木幡純一郎、
下山 誠、吉野英治、西岡 保
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 吉野 篤、下山 誠、
桂田精一、滝川智貴
広報委員会 委員長 神田裕治
副委員長 下山 誠、須田修一郎
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 稲垣恵司、桑島大介、
櫻田仁之、真壁祐哉、近藤将人、
元木誠二
金融審査委員会 委員長 高橋秀典
委
員 神田裕治、大橋力暢、
門間哲也、川副秀樹

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。

◦と

き ８月

日㈮ 午後７時〜午後

◦と き ８月 日㈬ 午後７時から
◦ところ 道の駅前特設会場

時間テレビチャリティ募金
25

時まで

せて、それにお醤油をちょっとつけ
て食べればいい。」「高い時計をして
いるより、高い万年筆を持っている
ほうが、そりゃキリッとします。」「や
はり、顔というのはかわりますよ。
若いうちからいい顔というものはな
い。今のような時代では、よほど積
極的な姿勢で自分をみがかないと、
みんな同じ顔になっちゃうね。」
私は、この本をせめて三十代まで
に読みたかった。今、この機会にま
た読めるのは有難いことだが、読む
たびに残念な気になってしまう。こ
の本の世界を体験する機会は多くは
ないかもしれないが、読まなくても
よかったとは思わない。何かその深
みを与えてくれるような気がする。
新しい一歩を踏みだしたフレッシュ
マンだけでなく、中年男にも人生の
副読本となるのではないか。改めて、
池波先生から人生を学びたい。（一平）
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〇第２５０回 ふらっとナイト

〇

〇町民仮装盆踊り大会

10

15

◦と き ８月 日㈯〜 日㈰
◦ところ 道の駅しゃり内

24

＊今年社会人になら
れたフレッシュマン
に送る１冊を紹介さ
せていただきます。
昭和の大作家、池波正太郎さんの「男
の作法」（新潮文庫）です。
『私は他人に作法を説けるような
男ではない。…どうか、年寄りの戯
言とおもわれ、読んでいただきたい。
そうすれば、この本は、さほど、お
も し ろ く な い こ と も な い。』 と、 謙
遜の冒頭からはじまります。発売か
ら 年を過ぎてもまだ売れている超
ロングセラーであり、豊富な人生経
験をもつ著者が、時代を超えた『男
の常識』を語り、さりげなく『男の
生 き 方 』 を 説 い て く れ ま す。「 て ん
ぷら屋に行くときは腹をすかして行
って、親の敵にでも会ったように揚
げるそばからかぶりつくようにして
食べなきゃ。」「お刺身を食べるとき
は、刺身の上にわさびをちょっと乗
30

部会・委員会構成

平成３０年８月２６日㈰ 10：00 ～ 17：00
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
（実行委員会 中田）
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

商業部会 部会長 村上 體兒
副部会長 神田裕治、五十嵐一彦
幹
事 元木誠二、野尻勝規、
藤田典之、塚田 光、櫻田仁之、
豊島和敏、真壁祐哉、和知二郎、
山川信孝
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

時
所

日
場

知床しゃり楽市・楽座

第１５回

今年も開催します！

（6） 第415号
斜里町商工会だより
H.30. 7 .25

