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知事賞を受賞しました
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ねぷたフェスティバル

パイナップル・マンゴーの販売が行
われ、販売時間前から相変わらずの
行列。特に数量限定のマンゴーは完
売まで時間は掛かりませんでした。
期間中対象店でお買い物をすると
抽選券がもらえる、商店街大抽選会
も例年同様の盛況ぶり。豪華家電製
品やホテル宿泊券の当選を求めて絶
え間なくガラガラくじが音を鳴らし
ていました。
残念だったのは「ねぷたフェステ
ィバル」が天候不順のため産業会館
での開催になったことです。少し狭
いステージでの演奏でしたが、各団
体から迫力あるパフォーマンスが披
露されました。また、同会場でねぷ
た参加団体への奨励賞などが贈られ
ました。
ねぷたも無事 日間運行が出来て、
夏まつりも大いに盛り上がり、斜里
町の短い夏を彩る一大イベントは盛
況のうちに幕を閉じました。
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月 日㈮・ 日㈯しれとこ夏ま
つりが開催されました。恒例のしれ
とこ斜里ねぷたは第 回を迎え、金
曜日は蒸し暑い中での運行になりま
したが、多くの人が見物されていま
した。土曜日は一転、気温が下がり
寒いくらいの中での運行になりまし
た。
昨年から最も優秀な運行団体に贈
られている北海道知事賞は 日の運
行前に発表され、見事「斜里小学校
ねぷた」が受賞しました。おめでと
うございます。
また、道の駅しゃりでは 日㈭～
日㈯の 日間、弘前物産展が開催。
何を買おうか迷ってしまうほどの商
品の多さで例年斜里町民を魅了して
います。定番のジュースやせんべい・
新商品のリンゴのマカロンなど、特
にリンゴのスイーツが人気のようで
した。
日㈯開催の竹富町果物即売会で

しれとこ夏祭り盛大に ！

斜里小学校ねぷた

印
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電

H.29. 7 .25
斜里町商工会だより
（1） 第409号

平成 年度通常総代会が５月 日
㈮午後 時 分から産業会館２階大
ホールにて開催されました。
来賓には馬場町長をはじめ、斜里
町産業部の皆様、高橋道議会議員及
び蝦名武部新衆議院議員秘書、加え
て木村議長、金融機関からは、佐藤
日本政策金融公庫支店長、更には斜
里町金融協会の皆様多数の参加をい
ただきました。
議案審議に先立ち土橋会長より挨
拶がありました。その中で「商工会
の活動は、小規模企業の経営支援や
地域経済の活性化など、地域の商工
行政の一翼を担っており小規模企業
の振興を図る中核的な機関です。し
たがって、町と積極的な協力を図り、
小規模事業者の支援を一層強化して
いくことが必要になります。特に、
昨年度、国の認定を受けた経営発達
支援計画による伴走型支援事業を効
果的に推進するうえでも、斜里町に
於ける唯一の地域総合経済団体であ
る商工会の役割を明確にする条例制
定は大きな課題です。今年度町が検
討する、小規模企業振興条例の制定
に積極的な協力を図り、 日も早い
成立を望むところであります。
」
と述
べました。その後、斜里町長馬場隆
氏、北海道道議会議員高橋文明氏、
日本政策金融公庫支店長佐藤英氏か
ら祝辞をいただきました。
議事は大橋力暢氏を議長に選出し
第１号議案から第６号議案まで審議
され、提出されたすべての議案が異

議なく承認されました。今回、理事
として２年間尽力された久野堅太郎
氏が青年部長の任期を満了したため、
新たに植村昌明氏が新青年部長とし
て商工会の理事に就任しました。

永年勤続従業員表彰

（受賞者）

受賞者は左記のとおり。
◦勤続５年（ 名）
野口運送 園木孝志
斜里アポロ石油㈱ 平野翔太
㈱長屋工業 千葉 均
ハンドル伊藤産業㈲ 宍戸浩彰、
吉川利明、坂本和美
㈲ヤマサダ佐藤商事 杵淵正輝
㈱グリーン温泉 高木まり子、
田本志朗
㈱中田建機 麻植裕真
㈲トライベッカ 公平美智子
㈱美咲興業 小島 修、水島武夫
サンエイ工業㈱ 鈴木百周、
工藤貴之
土橋工業㈱ 丹 和成、高宮一益、
川島和人、山本みゆき
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◦勤続 年（ 名）
ウトロ石油㈱ 古屋圭太
大成工業㈱ 坪田諭二、中村 郁
ハンドル伊藤産業㈲ 本多 肇
ハンドル知床クリーンサービス㈲
髙橋洸貴
㈱丸七高橋組 鈴木隆明、三澤成晃
斜里バス㈱ 畑中 伸、太田克彦、
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遠藤 充、服部哲朗、平塚純子、
中田清美、下平和宏、川上智奈津
㈱中田建機 矢野浩二

おお もり
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郁 也

今年社会人一年生
になられた人達
です。その中

で、商工
会員の事業に
就職された方々
は 名です。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。
新卒者で、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り
ましたら、商工会へご連絡
下さい。次号に掲載します。
①勤務先 ②担当部署
③趣味・特技（五十音順）

フレッシュマン紹介
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の でら
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ぐち

今 野

さか

阪 口
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とう

佐 藤

たか はし

髙 橋

たか はし

ゆう

た

う

雄 大

かな

奏 字

けん た ろう

髙 橋 健太郎

① 知床グランドホテル
北こぶし
② 調理部
③ 音楽など

① 知床第一ホテル
② レストラン部
③ ゲーム

① 知床第一ホテル
② 調理部
③ 卓球

◦勤続 年（ 名）
㈱丸あ野尻正武商店 大野佐知子
北海羽田コンクリート㈱ 及川ユミ
大成工業㈱ 栃木幹朗
㈱長屋工業 中山克美
㈲フジタ住建 福井良美
辰三興業㈱ 小口 守
㈱北一産業 村山孝治
㈱丸七高橋組 下山雅美
㈲ヤマサダ佐藤商事 小沼 光
斜里バス㈱ 西村 剛、田中政蔵、
梅津正信、野村忠晴
㈱中田建機 大高英一
㈱河面組 上元克也
㈱美咲興業 江口健一
◦勤続 年（ 名）
㈱長屋工業 此島耕治、小山田東洋士
星印刷工業㈱ 佐藤剛志
辰三興業㈱ 佐々木寛
㈱中村商会 木村理枝
斜里バス㈱ 馬渕義次、城市 厚、
鈴木仁志
㈱中田建機 大瀧幸彦、鈴木大隆
㈱河面組 佐々木勇二
㈱美咲興業 三好文雄

日現在

日本政策金融
公庫普通利率
７月

1.16％〜
2.35％

① 知床グランドホテル
北こぶし
② 宿泊部
③ 映画鑑賞、電卓
① 知床第一ホテル
② 調理部
③ 筋トレ

① 知床プリンスホテル
風なみ季
② 宿泊部
③ 料理、バドミントン
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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。

① 知床グランドホテル
北こぶし
② 宿泊部
③ 読書
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５月 日㈰道の駅うとろシリエト
ク特設会場で「しれとこＳ １自慢
まつり」が開催されました。昨年度
同様天候にも恵まれ、昨年を２００
人上回る過去最高の来場者数、４５
００人が訪れました。
出店者は知床観光圏ブースを含め
た 団体、斜里町商工会からも青年
部がたこ焼きの販売を行いました。
今回から、鮮魚の販売やカニの格
安販売などが新たに加わり、より一
層賑わいを見せていました。イベン
ト周知の部分で、ポスターのデザイ
ンが大きく変わった事が集客に繋が
ったのかもしれません。
ステージ
イベントで
は、バルー
ンパフォー
マー「チッ
キさん」に
よるパント
マイム＆バ
ルーンアー
トライブが
大盛況でし
た。
他にも毎
年恒例とな
ったバンド
演奏やバト
ントワラー
の皆さんが
出演し、大
変充実した
ステージだ
ったと思い
ます。
またホテルのペア宿泊券や観光船
のペア乗船券、鮮魚の詰合せなどが
当たる大抽選会が行われ、参加者を
飽きさせない内容となっていました。
年々来場者数を増やしているイベ
ントの一つです。まだ足を運んだこ
とのないという方は来年こそ参加し
てみてはいかがですか？

青年部・女性部
28

19
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会 員 の 状 況
入

脱

退

者

◦堀田農園

堀田

久米 末男
会員数 名

孝
正義

泰久

覚えておいてほしいです。そしてい
つか「回収するごみが無かったね」
と振り返ることが出来たらと思いま
す。

クローバー作戦

５月 日㈰毎年恒例となった青年
部、女性部合同で行う清掃活動「ク
ローバー作戦」が今年も開催されま
した。女性部から 名、青年部から
名、事務局から２名、合わせて
名の参加者が集まりました。
植村青年部長より挨拶がなされ、
それぞれ担当のコースに分かれて清
掃活動がスタートしました。天候は
あいにく曇りで途中雨が降らないか
ひやひやしましたが、何とか天気の
崩れもなく最後まで清掃を行うこと
ができました。最後に片山女性部長
よりねぎらいの言葉があり解散とな
りました。
回数を重ねてきた「クローバー作
戦」ですが、一つ気づいたことがあ
ります。それは、毎年同じ場所にゴ
ミが落ちているということです。
１度ゴミをポイ捨てしてしまうと
次第に罪悪感も薄れていくのでしょ
うか、捨てられたゴミはこうして誰
かがきれいにしているということも

加

年７月１日現在

桐山
◦㈲こまどり製麺
荒井
◦㈲丸万ミツバ商会
◦サンクリーン久米商会

平成

347

10

31
桂田 精一
◦㈲知床遊覧船
泉
幸信
◦北翔丸水産
◦㈱シレトコハタノファーム
羽田野 晃
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数年前か
ら参加人数
の減少によ
り運営費が
厳しいとの
ことで今後
の継続を検
討していた
このイベン
トですが、
今年の参加
状況を見る
と継続が心
配になりま
した。
何はともあれ、昼食の準備や物産
の販売、交通安全指導員、体育協会
の方々、そして斜里からサイクリン
グに参加された皆様大変お疲れ様で
した。
＊今回の東京都議選
ほど全国的に注目さ
れていた例が過去に
はあったのだろうか。
小池新党の大勝利・独り勝ちであ
る。非常にわかりやすい。さわやか
に登場した女性都知事が古臭いおじ
さん議員主導の候補者たちを右に左
に バッサバッサ と 切 り 倒 し たの 図で
ある。
自民党側の数々のエラー・失態は

き ８月

日㈮ 午後７時〜午後

〇第２３８回 ふらっとナイト
◦と

き ８月

〇楽市楽座
◦と

日㈰

これからの大きな宿題にしなければ
ならないとしても極め付きは豊田某
女性議員の罵声「コノハゲー…」で
あろう。全国のハゲ風・ハゲ的男性
有権者は理屈抜き的感情論（怒り）
で「貴方のあまりに品のない言葉遣
いは到底国会議員とは思われません。
速やかに議員辞職してください。」と
一致団結するのではないでしょう
か。
人は先生と呼ばれることにやがて
慣れ、驕りや傲慢さがみられるよう
になり、変わる。では、どのように
考えたらよいのであろうか。かつて
日本には讒言家（トップに対して耳
の痛い話をする人）という考え方・
ポジションがあった。自分の置かれ
ている立場に意識的に気を配り謙虚
に、時に俯瞰的に、ときに客観的に
判断することに常に心掛けする事で
あると思う。ここまで書いたとき、

時まで
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ＴＶで豊田某国会議員離党のニュー
スが流れた。今回の選挙で誕生した
小池チルドレンには、出来れば次の
選挙でさすがといわれるよう、以後
の精進を大いに期待したい。
「人の人たる価値（由縁）は自ら
を律し、謙虚にし、コントロールで
きることなのだから。」
＊斜里ポテト協同組合が新しいカー
ドシステムへの移行に向けて動き出
している。
５月に開かれた斜里ポテト協会の
総会で斜里ポテト協同組合の佐々木
理事長は、時期の明言は避けつつも
非接触型の新しいカードシステムへ
の意欲を明らかにした。まだカード
のデザインが決まっていない等、調
整的なスケジュール関係があって発
表には今しばらくの時間をいただき
たいとの事。（次号あたりかな…）
神 田

◦と き ８月 日㈫ 午後７時から
◦ところ 道の駅前特設会場
◦テーマ 「マンガ、アニメ」

〇町民仮装盆踊り大会
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オホーツクサイクリング
７月 日㈯・ 日㈰ 第 回オホ
ーツクサイクリングが開催されまし
た。
参加人数は過去最低を更新する
５００名強（雄武スタート約４００
名、網走スタート約１５０名）まで
落ち込み少し寂しい人数となりまし
たが老若男女が斜里町のゴールを目
指し力走しました。
天気は両日晴れ、気温も ℃近く
まで上がり参加者にとっては大変厳
しい道のりだったのではないでしょ
うか？ゴールを潜った小学校低学年
の参加者はヘトヘトになっていまし
た。
ゴール
後は昼食
をとり、
休憩を挟
んで斜里
町の物産
店で買い
物をする
方も多く
見られま
した。知
床斜里ブ
ランドの
お土産も
人気があ
ったよう
です。
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