
  

 

平成27年
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　そのほかの掲載分は　こちら　から 

5月
   

　5月29日（金）  
　 

●     小林公民氏旭日双光章受章報告 

詳細はこちら

　5月28日（木）  
　 

●     砂川商工会議所通常議員総会 

詳細はこちら

●     ほんだ菓子司岩見沢いなほ公園店内覧 

詳細はこちら

　5月26日（火）～27日（水）  
　 

●     北海道河川環境整備促進協議会中央要望 

詳細はこちら



　5月25日（月）  
　 

●     砂川冬のフェスティバル定期総会 

詳細はこちら

●     砂川市交通安全指導員会総会 

詳細はこちら

　5月23日（土）  
　 

●     今日は一日中駆け回りました 

詳細はこちら

　5月22日（金）  
　

●     （株）ローレル望月さん来庁  

詳細はこちら 

●     砂川地方食品衛生協会通常総会 

詳細はこちら

●     沢田さん来庁 

詳細はこちら

●     緑の羽根街頭募金活動 

詳細はこちら

　5月20日（水）  
　 

●     第41回すながわ緑と花の祭典 

詳細はこちら



 

　5月19日（火）  
　 

●     砂川市技能協会総会・懇親会 

詳細はこちら

　5月18日（月）  
　 

●     北海道河川環境整備促進協議会総会 

詳細はこちら

●     道央砂川工業団地振興会通常総会・懇親会 

詳細はこちら

　5月17日（日）  
　 

●     第41回すながわ緑と花の祭典 

詳細はこちら

　5月16日（土） 
　  

●     「こっぱみじん」上映会  

詳細はこちら

　5月15日（金）  
　 

●     砂川商店会連合会定期総会 

詳細はこちら

●     シルバー人材センター定期総会・懇親会 

詳細はこちら

●     市役所部課長会旗の波街頭啓発 

詳細はこちら

 



●     砂川南高校卒業映画監督誕生「田尻裕司監督」ふるさと初上映 

詳細はこちら

　5月14日（木）  
　 

●     砂川観光協会定期総会 

詳細はこちら

　5月13日（水）  
　 

●     砂川市老人クラブ連合会総会後懇親会 

詳細はこちら

●     平成２７年度第１回中・北空知廃棄物処理広域連合会議 

詳細はこちら

　5月11日（月）  
　 

●     平成27年度NPO法人ゆう通常総会 

詳細はこちら

●     雑感　－ ブログ更新遅延のお詫び － 

詳細はこちら

●     春の全国交通安全運動出動式 

詳細はこちら

　5月10日（日）  
　 

●     第59回北海道弓道連盟中部地区春季弓道大会 

詳細はこちら



　5月8日（金）  
　 

●     北海道新聞滝川支局和賀豊記者着任あいさつ 

詳細はこちら

　5月7日（木）  
　 

●     砂川高校ビデオメッセージ撮影 

詳細はこちら

●     JCによる婚活事業について 

詳細はこちら

　5月4日（祝）  
　 

●     子どもの国フェスティバルの前に子どもの国へ 

詳細はこちら

   

 

    　5月29日　小林公民氏旭日双光章受章報告     
　　　　　　　　　　　　　　　
　小林公民氏が春の叙勲で旭日双光章を受章し報告に来られました。
　長年の空知医師会での活動が認められての受章です。
　小林先生は昭和３４年北海道大学医学部を卒業後、栗山赤十字病院、砂川市立病
院婦人科医長を経て、昭和４６年砂川市内に産婦人科医院を開設され、地域医療推
進のため空知医師会、自治体、医療関係者と協力して活動してこられました。空知
医師会の会長職を８年（副会長１２年）務め、空知医師会の発展にも活躍をされま
した。平成２４年には厚生労働大臣表彰をされています。
　まだまだお元気に活躍していただきたいと思います。
　　



叙勲の賞状を持って1枚

    　5月28日　砂川商工会議所通常議員総会     
　　　　　　　　　　　　　　　
　 其田会頭のあいさつで、今年は地方創生に向け会議所内にも特別委員会を設け
て論議したいとありました。国の情報は市の方が詳しいのでお互いに連携しながら
今後の施策等を検討していきたいと思います。
　総会の最後に４名の方が其田会頭から表彰を受けました。　
　







　

    　5月28日　ほんだ菓子司岩見沢いなほ公園店内覧     
　　　　　　　　　　　　　　　
　 
　ご案内をいただき、空知総合振興局山根局長と松山教育局長を訪問する前に見せ
ていただきました。公園のそばにあり桜の木も窓から見えて環境の良い場所です。
本田社長、砂川にもこのようなお店をぜひお願いします。
　　

新店舗の外観です





店内の様子です

シェフズラボ（シェフにお手伝いしてもらい自らケーキをつくるための工房
です）



岩見沢出店記念のお菓子「遠景」。鉄道の街岩見沢をイメージしたものです

    　5月26日～27日　北海道河川環境整備促進協議会中央要望     
　　　　　　　　　　　　　　　
　ことしも役員市町の首長、担当者と国土交通大臣・副大臣・事務次官・政務官・
河川局長、国土交通省北海道局、財務省に要望に行ってきました。
　ことしからは、河川の整備に伴うストック効果がわかる資料（治水効果によるま
ちの活性化等）を作成しての要望ということで説明がスムーズになりました。
　　　　
　翌日、稲津衆議院議員と渡辺衆議院議員の議員会館で事業打合せ。
　
　東京はこの時期にしては異常な暑さでばて気味。千歳空港に降り立ったときの北
海道の初夏の風が爽やかに感じました。来月と７月にも複数回上京の予定がありま
す。
　　



財務省への要望

国土交通省北海道局への要望



新橋の路上で小休止。この日の東京の気温は30度

手前の高層ビルがJTビル、中央奥に見えるのが虎ノ門ヒルズ

　　



    　5月25日　砂川冬のフェスティバル定期総会     
　　　　　　　　　　　　　　　
　国道沿いや地域交流センター「ゆう」で装飾されるイルミネーションは、砂川の
冬の風物詩であり、子どもたちに夢を与える事業として定着しています。
　村中会長以下会員の皆様は、市内の事業団体としては年齢層の若い団体で、これ
までの活躍に感謝いたします。
　　

実行委員の皆さん

　　

    　5月25日　砂川市交通安全指導員会総会     
　　　　　　　　　　　　　　
　先日開催された緑と花の祭典では、会場入り口での交通整理等ありがとうござい
ました。
　今年度も指導員会（宮本会長）の皆様と一緒になって死亡事故ゼロに向けて頑張
りましょう。
　総会では砂川警察署菊池署長、交通安全協会北谷会長も出席しました。
　



 

　　

    　5月23日　今日は一日中駆け回りました     
　　 
　 
　朝６時から市役所部課長会による遊水地のゴミ拾いに参加。
　





　
　８時３０分から北光小学校と砂川小学校の運動会へ。北光小ではあいさつをと言
われましたが、アポなしで行きましたので今年は辞退。
　





北光小学校







砂川小学校

　　
　１０時市役所ＯＢの葬儀出席。
　葬儀終了後、ソメスサドル「ものづくりの日」に出向き染谷会長と懇談兼昼食。
　

革製品のイニシャル打ちこみ



革ひもかがり体験中を撮らせていただきました



毎年出店のカフェメデルの皆さん―会長と一緒にハンバーガーをいただきま
した

　
　１６時から地域交流センターゆうの日野皓正ライブ会場の写真撮影に―リハーサ
ル以降は撮影禁止のため了解をいただきその前に撮影―ペターソンのスピーカー良
いですね。　他の行事があり、聞くことができないので写真だけで我慢。
　





　
　１８時から砂川消防団副団長田川正人氏消防庁長官永年勤続功労章受章祝賀会
　昭和５３年１２月、２８歳で消防団に入団。平成２１年からは副団長という立場
で３６年６月間、市民の安心・安全そして生命と財産を守るために消防活動に活躍
してきました。
　陰で支えてきた奥様にも、心から敬意を表します。
田川副団長おめでとうございます。
　其田商工会議所会頭の祝辞のなかで、田川さんはギターが趣味でギブソンやマー
ティンのギターを所有しているとのこと、一度見てみたいものです。
　



　　

    　5月22日　（株）ローレル望月さん来庁     
　　 
　砂川ＳＡスマートインターチェンジ開通に向けて企業が動き出しました。望月
さんが本社のショップ部門を西１条南５丁目に移転新築するので市長に報告との
ことで来庁しました。　オープンは１０月下旬で検討しているとのことでした。
図面を見ますとおしゃれなお店になりそうです。詳細は水曜日の道新、プレス空
知に載ります。
　　



（株）ローレル　本社



    　5月22日　砂川地方食品衛生協会通常総会     
　　 
　旧砂川保健所管内２市３町を範囲として活動をしています。 
　総会に先立ち北海道空知総合振興局長表彰２名（前田秀紀氏、菅原孝氏）
　砂川地方食品衛生協会長表彰６名（岡田文男氏、池内一也氏、宮下紀子氏、渋谷
訓子氏他２名）の表彰が行われました。
　曽我会長が今回で相談役となり吉川洋氏が新会長となりました。
　曽我会長、長い間ご苦労様です。吉川新会長よろしくお願い致します。
　　



    　5月22日　沢田さん来庁     
　　 
　 
　先日の「第４１回すながわ緑と花の祭典」会場で沢田さんから昭和４９年の第
１回目は砂川青年会議所が中心となって開催したことをお聞きしました。
　当時は沢田さんも青年会議所にいて中心となって事業を行ったことから、当時
の写真・新聞記事・記録等をつづった簿冊を持参してくれました。　　　
　当時私は市役所に入った年で新人職員としてしらかばを植樹しました。山口市
長の時代で写真に写っている沢田さんも若い。
　あの時代に戻ることはできませんが、しばし２０代にタイムスリップしたよう
でした。
　　



    　5月22日　緑の羽根街頭募金活動     
　　 
　１０時から１１時３０分まで新砂川農協（AiAi）前でライオンズクラブの皆さ
んと募金活動を行いました。ご協力いただいた皆さんありがとうございます。
　

　
　終了後、天気も良く歩いて帰る途中、前から気になっていた銀座通りにあるペ
オニーガーデンに食事のため初めて寄ってみました。
　ケチャップが得意でないため、今まで正式にお店で食べた事のない（ＪＣの皆
さんごめんなさい）ポークチャップを店主の勧めで注文。ソースの味が絶妙で最
高に美味しくいただきました。
　途中で砂川市移住第１号の権田さん夫婦（東京都出身）が２人で来店。たまに
来られるとのことで、ペペロンチーノとポークチャップそしてオニオンスープを
注文していました。しばし近況についてお話を聞かせていただきましたがお二人
ともお元気です。
　　



    　5月20日　北海道市長会春季総会・交流会     
　　 
　春季は登別市で開催。三笠市の小林市長、赤平市の高尾市長が退任されたこと
からまだ２期目ですが空知地区代表として市長会の理事（深川市長、滝川市長と
の３名）となりました。議題のメインは地方創生で各市長から取り組み状況の報
告がありました。懇親会からは高橋知事も参加され、あいさつにいきますと６月
６日に行われる北菓楼札幌本館の安全祈願祭の話をしていただきました。
　　





    　5月19日　砂川市技能協会総会・懇親会     
　　 
　札幌から戻りパークホテルに直行。 
　技能協会（田宮会長）は、建設部会、建築部会、配管部会、塗装部会、建具部
会、板金･防水部会、鉄工部会、電気部会、インテリア部会、フラワー装飾部会、
調理師部会にわかれており、総勢７５名で構成されています。
　昭和４５年に設立以来、技能士の社会的・経済的地位の向上を目指しています
が、近年技能士のなり手が少なく各企業も苦慮しています。
　まちづくりに技能士は欠かせないものですが、その内容について啓蒙活動も必
要となってきました。
　また、砂川高校との連携も考えていく必要があります。
　　



砂川青年会議所の皆さんの宣伝です

    　5月18日　北海道河川環境整備促進協議会総会     
　　 
　北海道１４７市町村が加盟する河川環境の整備と治水を目的とする団体です。
本年度の活動内容（道・開発局・国土交通省・財務省への陳情活動と道内持ち回
りの研修会の開催）を決定しました。　明日、北海道と北海道開発局に陳情、来
週は東京に行きます。
　　

    　5月18日　道央砂川工業団地振興会通常総会・懇親会     
　　 
　工業団地進出企業の親睦と企業誘致情報の提供などをしていただいておりま
す。 
　今年はスマートインターチェンジが開通します。これを契機に企業誘致に弾み
がつけばと思っています。
　振興会は３６社で構成されていて、会長は南野建設工業（株）南野社長です。
　　



豪華景品が当たったじゃんけん大会の勝者の皆さん

 

    　5月17日　第41回すながわ緑と花の祭典     
　　 
　１０時に到着し、途中写真を撮りながら本部席へ。　 
　なぜか私が市長になってから天気がおもわしくありません。
　晴れたり曇ったりの寒いなかでの祭典となりました。
　来年に向けて検討課題もたくさん提起されました。
　「緑あふれる公園都市推進市民会議」堀江議長をはじめ役員の皆様ご苦労様で
す。
　　



交通安全指導員

砂川警察署員と指導員会の皆さん



民生児童委員の皆さん



B&Gヨット・カヌー試乗会

本部席



観光協会の皆さん

押し花　あじさいの会



社交飲食協会



婦人ボランティアクラブの皆さん

初めて出店した西豊沼中道さんの米粉を使ったトルティーヤ-米粉の製粉機を
購入して農業の6次産業化に取り組んでいます



北方領土コーナー



JCブース～ポークチャップの肉を炭火で焼いています～



つむぎの家、砂川つばさ、くるみ会



よさこい　砂川彩華



砂川キッズジャズスクールの演奏。砂川ブラススタイルとの共演です



花の苗無料配布

歌謡ショーに出演した大橋美月さん。たくさんの人が集まりました



盛り上がった宮路オサムさんの歌謡ショー

プレス空知　伊藤支局長と1枚



上の2枚は砂川警察署菊池署長にご提供いただきました

　　

 

    　5月16日　「こっぱみじん」上映会     
　　 
　会場いっぱいの人が見に来てくれました。 
実行委員の皆様にはご両親の同級生や監督の同級生など、みんなで応援しようと
いう熱気が伝わってきました。会場にはお父さんと一緒に仕事をした市の現役職
員やＯＢの方砂川南高校ＯＢの姿もありました。
　田尻監督が大成することを願っています。
　
　　





　　

 

    　5月15日　砂川商店会連合会定期総会     
　　 
　瓜会長留任おめでとうございます。近年認知症を商店会で支える講座等新たな
事業にも着手しており、砂川市も平成２３年から２００万円の助成をしながら商
店会の活動を側面から応援しております。人や車の無いところにお金は動きませ
ん。スマートインターチェンジによる地域活性化や少子化対策に共に力をいれて
やっていきます。　
　また、７月１日より発売予定のプレミアム商品券（３０％のプレミアム）は新
規加盟店が５３社も増え商店会にとってはビッグチャンスとなります。砂川市が
元気になるようみんなで頑張ることが大事で、市長として先頭に立って頑張りま
す。
　　



場所が銀座園のため全員を撮ることができませんでした

　　

 

    　5月15日　シルバー人材センター定期総会・懇親会     
　　 
　飯澤新議長と出席。 
　昭和６０年に滝川・砂川広域シルバー人材センターとして発足。
　平成２１年からは、広域を発展的に解消して新たに単独で砂川市シルバー人材
センターとして今日にいたっています。
　会員数は１４６人で受注件数・額は2,695件　85,276,181円、砂川市からの補助
金は500万円となっています。
　高齢者の就労機会の確保のために、臨時的かつ短期的・軽易な業務の提供によ
り生きがいと社会参加を目的とするものであります。
　山本理事長ご苦労様です。
　　



　　

    　5月15日　市役所部課長会旗の波街頭啓発     
　　 
　１１日から全国一斉春の交通安全運動が始まっています。菊池砂川警察署長に
も参加していただき、市役所の部課長５２名で交通安全の街頭啓発を行いまし
た。　
　市職員は市民の生命を守る役割を担っており、交通安全についても市民よりも強
い規律を求められています。
　常に法定スピードを守り交通事故を起こさない、それを肝に銘じて旗の波街頭啓
発にあたるよう訓示をしました。
　　



菊池砂川警察署長にも参加いただきました

　　



    　5月15日　砂川南高校卒業映画監督誕生「田尻裕司監督」ふるさと
初上映     

　 　 

田尻監督と記念撮影

　 
　田尻裕司監督作品「こっぱみじん」が5月16日に地域交流センター「ゆう」で上
映されることから、田尻監督が市長室にあいさつに来られました。
　
　田尻監督（46歳）は、1987年砂川南高校を卒業（お父さんは元砂川市教育委員
会教育次長で退職された故田尻和幸氏）され、高校時代から映画監督を志望してい
たことから大学では映画研究会に在籍、卒業後は「獅プロダクション」に入り助監
督を6年経験。
　1997年から監督として数々の作品を手掛けてきましたが、ちゃんとした映画を
創りたいと奥さんと二人で冒険王（株）を設立。第一回作品がこの「こっぱみじ
ん」で昨年の「映画芸術」7月号では6位に入りました。
　
　映画の内容ですが、パンフレットには、「一途な好きがストレートにぶつかり合
う全員片思いの物語」と書かれており、明日地域交流センター「ゆう」で午前9時
30分と13時30分の2回上映。チケットは大人1,000円、高校生以下500円で、上映
後には田尻監督のトークイベントが開催されます。
　
≪ エピソード　～　私が監督を志したきっかけ ≫
　　
　高校1年のとき、同級生が8ミリカメラを持っていて一緒に映画を撮ろうという
話になり、撮ったのが「ヒルの陰謀」という正義の味方的な映画。（ヒルとは英語
で丘の意味、悪者役が岡君だったから）
　
　ジャンプをコマ撮りしたり先生の許可を得て授業中も撮影するなどクラス全員の



協力を得て4か月程で撮影終了。編集や音入れなどで完成したのは2年生になって
から。
　上映会では「クラス替えで今は違うクラスになった友達が映っている」という理
由で女子生徒が泣いたそうです。
　そのとき田尻監督は、「映画はこんなに人を感動させるのか」と勝手に勘違いを
し、それが理由で監督を志望したそうです。
　大きな勘違いも正しいと信じて進めば本物になる。
　将来、大きく飛躍してすばらしい映画を撮ってくれることを砂川南高校の先輩と
して願っていますし、少しでもお役に立てればと思っています。 
　 

田尻監督、其田同窓会長（左）との対談

　 

    　5月14日　砂川観光協会定期総会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ことしの1番の話題は砂川ＳＡスマートインターチェンジの開通です。 
　スマートインターチェンジが設置される道央道砂川ハイウェイオアシスと隣接す
る北海道子どもの国には年間100万人程の人が訪れています。
　ここから何台の車を市内に誘導できるかが砂川市や中空知5市5町の活性化に大
きく影響してきます。1割で10万人、3割で30万人となります。この経済効果は計
り知れないものがあり、それ故に砂川市内の頑張る企業の投資意欲が高まるという
効果もあります。まさにビックチャンスです。
　企業の頑張りと観光協会によるイベントや広報活動との連携を図り、また、中空
知広域圏での取り組みを視野に入れて新たな1歩を踏み出していきたいと思ってい
ます。
　



　 　
　石家会長はじめ役員の皆様、ともに頑張りましょう。
　



    　5月13日　砂川市老人クラブ連合会総会後懇親会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　社会福祉協議会小関会長、民生児童委員協議会沢田会長と出席。 
　鈴木会長ご苦労様です。
　年に１回ここでしかお会いしない方がたくさんいます。　みなさん大変お元気な
方ばかりですが、わたしもこの連合会では最年少ということになり、「若くていい
ですね」と言われ複雑な心境に。
　高齢者対策の話を一番熱心に聞いてくれる老人クラブ連合会の懇親会でした。 
　　

　　

    　5月13日　平成２７年度第１回中・北空知廃棄物処理広域連合会議     
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　改選後1回目の連合会議（5市9町）で、赤平市、新十津川町、雨竜町で市長・町
長の交代がありました。
　議題は、広域連合長の選挙、広域連合議会臨時会の開催、監査委員の選任などで
した。
　改選後の第1回ということで写真を載せてみました。　

　　



　　

    　5月11日　平成27年度NPO法人ゆう通常総会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 其田理事長はじめ理事の皆さん、正会員の皆さんご苦労様です。 
　砂川市内の公共施設で初めてNPO法人が運営している「地域交流センターゆ
う」の総会です。
　事業報告では、
1、貸し館事業では、8,945,915円の収入があり前年度比５％の増でした。
2、自主事業のうち賑わい事業では、「札幌国際芸術祭２０１５連携事業」となっ
た「ダンボールアート展」、「百まい襖展」、SuBACoと連携した「百のポケット
アート展」など砂川らしい展示を市内外に発信。
　研修事業では、「ゆういきいきサロン」「ゆう百歳体操」など高齢者が元気にな
る取り組みや「ゆう手打ち蕎麦講座」では親子の参加が多く、施設の特徴をいかし
た事業の実施ができた。
　ホール事業では、劇団四季のミュージカル「魔法をすてたマジョリン」や映画
「そして父になる」など家族や友人と楽しむ企画を提案することができた。「ゆう
迷人カラオケまつり」は昨年を上回る集客でした。
　演劇分野では、市民サークル等も参加する「円座」公演が３回開催され、市民劇
団「一石」は地域交流事業として釧路市で公演をおこない、釧路市民劇団と交流を
深めました。
　来年は開館１０周年を迎え、記念式典および記念事業が計画されています。　 
　



総会風景

　
以下NPO法人ゆうへの寄付者の表彰

空知単板工業（株）　松尾社長



空知商工信用組合　三浦支店長

砂川ジャリンバ　信太会長

　



　5月11日　雑感　－ ブログ更新遅延のお詫び －
　　　　　　　　　　　　　　　　
　５月の連休をはさみ、道や国の機関へのあいさつ回り等でブログが更新できませ
んでした。半月分まとめての更新です。
　２期目からはもうブログをやめたのかとのおしかりを受けましたが、まだまだ頑
張れそうです。　また４年間お付き合いをよろしくお願いします。
　ところで、今回の地方選挙で空知の３市（三笠市、赤平市、芦別市）で市長が交
代となり、私は２期目なのに滝川市と並んで２番目に期数の多い市長となりまし
た。
　「だからどうした」という訳ではないのですが、期数の多い順番に色々な役が割
り振られるのがこの世界のならわしのようです。
面倒くさいことにならなければよいのですが。
　また、自分のカメラで写真を撮ることも多いのですが、今まで５５mmの単焦点
レンズ１本しか持っていませんでした。単焦点レンズ１本のみでは少々不便という
こともあり、ついに１６mm～３５mmの広角レンズを購入しました。　これから
は１６mmで撮ると近くからでも会場全体が納まって撮れるという優れものです。
　今までとは異なった画角の写真となりますので乞うご期待！
　　

　　　　

    　5月11日　春の交通安全運動出動式     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本日から全国一斉に春の交通安全運動が始まります。 
　砂川警察署菊池署長はじめ署員の皆さん、上砂川奥山町長、浦臼斎藤町長、１市
３町の交通安全協会長・安全運転管理者協会長・交通安全指導員会会長・砂川地域
交通安全活動推進委員協議会会長の出席により開催されました。
　これから本格的な行楽シーズンを迎え車の交通量も増え、人も外に出る季節とな
り交通事故が増える時期となります。　皆さん、くれぐれもスピードダウン・シー
トベルトの着用をお願いします。　
　



砂川警察署菊池署長





　

    　5月10日　第59回北海道弓道連盟中部地区春季弓道大会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 昭和３１年に第１回大会が開催され、昨年体育館の耐震化工事の為に開催がで
きませんでしたが、今年で５９回目を迎えました。 
　今年の参加者は中学生から８２歳まで１６１名でしたが、岩見沢から天塩までの
高校生の参加が多い大会です。
　弓道は年齢を問わずできることから生涯スポーツと言われており、退職してから
始める人も多いといわれています。
　弓道連盟の皆様大変ご苦労様です。砂川高校も出場していましたので激励をして
きました。
　



砂川弓道連盟の皆さん

砂川高校弓道部の皆さん

矢渡しを見守る選手一同



砂川から参加した唯一の中学生萬隆行君

砂川高校３名の立射

　



    　5月8日　北海道新聞滝川支局和賀豊記者着任あいさつ     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　石田記者が函館支社に異動となり、その後任の和賀記者があいさつに来られまし
た。 
　和賀記者は岩手県出身で岩手県立一関第一高校を卒業。甲子園を目指した高校球
児でした。その後、埼玉大学へ行き、神戸のデイリースポーツに入社、プロ野球担
当として神戸に２年間、東京に５年間いて、日本ハムファイターズの担当となり札
幌に転勤。この間大学の同期である奥さんと２３歳で結婚し子どもが2人いるそう
です。札幌では奥さんの実家にいましたが、東京は子育てする環境になく退職して
そのまま札幌に移住。
　その後１年半ＵＨＢのディレクターとして「サタすぽ」や「競馬中継」を担当し
ていましたが、ここも退社して北海道新聞に入社し函館支社に１年半いて今回が初
めての転勤とのことです。
　転職の度にステージアップしたように見えますが、真面目な性格で転職に際して
も多くの方に助けられたとのことでした。
　人生の転換点は、「東京は子育てする環境になく札幌にそのまま残ると決めたこ
と」と話していました。　
　

　



    　5月7日　砂川高校ビデオメッセージ撮影     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中学生向けの学校紹介用市長メッセージの撮影に、砂川高校から畑教論、荻野教
論、菅野教論、足立教論の４名が市長室に来ました。
　事前に５分程度と聞いており、一方的にわたしから砂川高校ＯＢ，そして市長と
して話をするものと思っていましたが、実際は足立教論との対談（インタビュー）
形式でした。
　インタビューに正直に答えましたが今の中学生になじまないものもあり、このま
まで良いのか心配です。都合の悪いところはカットしていただければと思っていま
すが、砂川高校のために少しでもお役に立つことを願っています。 
　

左から畑教諭、荻野教諭、菅野教諭、足立教諭

　

    　5月7日　JCによる婚活事業について     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年のＪＣ（砂川青年会議所）の事業として婚活事業を行うとのこと。 
　増井理事長、二宮担当委員長、ポークチャップの平尾理事、多比良前理事長の４
人が、市で考えている婚活事業との協議にきました。
　予算は６月議会のため詳細は未定ですが、試行錯誤をしながら皆さんとより良い
方策を見つけていければと考えています。
　



左から多比良前理事長、二宮担当委員長、増井理事長、平尾理事

　

    　5月4日　子どもの国フェスティバルの前に子どもの国へ     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 
　子どもの国フェスティバルに行く予定が、都合がつかず前日の４日に行って来ま
した。
　連休中でハイウエイオアシスも子どもの国も駐車場が満杯の状況。
　管理事務所でお聞きしますと、高速道路から来られたお客は５月４日の１日で
５，８００人、それ以外の一般道路から子どもの国へはもっと多くの人が来ている
とのことでした。
　





北陽興業による「たこ焼き屋」さん（ワンパック２００円）、今年で６年目
とのこと



　


