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　そのほかの掲載分は　こちら　から 

7月
   

　7月31日（金）  
　 

●     『みまもりんご』と『ポークチャップリン』が市長室へ  

詳細はこちら

　7月29日（水）  
　 

●     空知地方総合開発期成会東京要望 

詳細はこちら

　7月27日（月）  
　 

●     砂川市陣痛タクシー事業に関する協定締結 

詳細はこちら

　7月24日（金）  
　 

●     山崎千裕+ROUTE14bandチャリティライブ 

詳細はこちら



 

　7月22日（水）  
　 

●     砂川社交飲食協会　会員向け研修会 

詳細はこちら

　7月21日（火）  
　 

●     砂川錬心館全国大会出場あいさつ 

詳細はこちら

　7月15日（水）  
　 

●     砂川ミニバスケットボール少年団（男女）全道大会、北北海道大会出場
あいさつ 

詳細はこちら

●     飲酒運転撲滅!飲食店啓発ポスター配布 

詳細はこちら

●     砂川市民を交通事故から守る一斉旗の波運動 

詳細はこちら

　7月11日（土）～12日（日）  
　 

●     第20回石狩川下覧櫂　夏の夕べ in 遊水地 

詳細はこちら

●     第12回砂川高校祭　－この瞬間人生一番の輝きを－ 

詳細はこちら

 



　7月6日（月）  
　 

●     ストップ・ザ・交通事故　2市3町合同集会 

詳細はこちら

　7月4日（土）～5日（日）  
　 

●     THE祭 

詳細はこちら

   

 

    　7月31日　『みまもりんご』と『ポークチャップリン』が市長室へ     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　高齢者見守りキャラクターの「みまもりんご」と砂川ポークチャップのマスコッ
ト「ポークチャップリン」が市長室に来ました。
　「みまもりんご」は遠藤真千子さんが、「ポークチャップリン」は三浦真実さん
が考案しました。
　遠藤真千子さんは、市役所の方が「みまもりんご」を大事にしてくださってうれ
しいとのこと。三浦真実さんは、モデルを平尾さんに考えてつくったそうですが、
「ポ－クチャップリン」を見て強烈と一言。　「みまもりんご」は市で製作しまし
たが、高齢者事業や各イベントでアピールします。
　「ポークチャップリン」は、ＪＣ（砂川青年会議所）の55周年記念事業の一環
として作成し、今後砂川ポークチャップ協議会のキャラクターとして活躍します。
　



みまもりんご考案者の遠藤真千子さん（右）とポークチャップリン考案者の
三浦真実さん（左）

間に挟まれて1枚



ポークチャップリンのモデル平尾さん

    　7月29日　空知地方総合開発期成会東京要望     
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　空知地区24市町を4班に分けて中央要望を行いました。 
　砂川市は第１班で岩見沢市を班長に長沼町、栗山町、新十津川町、北竜町ととも
に、国土交通省と「まち・ひと・しごと創生本部」へ。
　総体で43か所を回りました。岩見沢市の事務局の皆さんご苦労様です。
　　



国土交通省　北海道局で

国土交通省　上野賢一郎政務官（右から3人目）

国土交通省水管理国土保全局　池内局長（右から4人目）

　　　
　前日に東京に入り総務省にごあいさつ。
　総務審議官に昇格した佐藤文俊自治財政局長、官房長に昇格した黒田武一郎内閣
官房内閣審議官、自治財政局財政担当審議官に昇格した内藤尚志財政課長にお会い



してきました。
　　　　　
　時間の関係で国土交通省は個別にお伺いすることができませんでした
が、稲津・渡辺衆議院議員にはお会いしてきました。また、「まち・ひと・しごと
創生本部」の五十嵐参事官と厚生労働省出身の高橋内閣参事官と日本版CCRCで砂
川市の取り組みについて話してきました。
　

五十嵐参事官（左奥）と高橋内閣参事官（左手前）

　　　　
　毎年のことですが、一番暑いこの時期にどうして北海道の涼しい所から東京に来
るのか？と言われますが、6月議会の関係とか各首長の日程を調整するとこの時期
となってしまいます。
　とにかく東京は暑い・・・。
　　

 



    　7月27日　砂川市陣痛タクシー事業に関する協定締結     
　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

協定書への調印

　　
　砂川市内の三星ハイヤー、砂川北星ハイヤー、フジ観光（株）の三者と砂川市と
の間で協定書に調印しました。　　
　陣痛が起きた際のタクシー利用に関する登録システムを市内タクシー事業所の協
力を得て整備するものです。
 　
１　陣痛タクシーは、完全登録制とし、対象者は各時希望のタクシー会社
　　へ申込する。タクシー会社は申し込みのあった妊婦の氏名、出産予
　　定日、病院名などを事前に登録し、優先して配車し365日24時間対応
　　する。
　　移送にかかる費用はタクシー料金のみ。移送に必要な物品は市が各
　　事業所へ配付する。
 　
２　乗務員への研修
　　砂川市立病院助産婦の協力を得て、全乗務員に研修をする。
 　
３　周知方法
　　8月1日広報及びホームページ。母子手帳、妊婦健康相談、妊婦訪問
　　時に周知する。
　　　　



 砂川市からは各事業者に対し、この事業に必要な物品が手渡されました

　　　



    　7月24日　山崎千裕+ROUTE14bandチャリティライブ     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川ブラススタイル実行委員会主催で、元東京ブラススタイルのトランペッター
山崎千裕さんが2010年から一緒に活動している＋ROUTE14band（東京川崎間県道
14号が名前の由来）とともに来砂、地域交流センターゆうで18時から公演を行い
ました。 
　　
　公演前に市長室にあいさつに来られた山崎千裕さん、チーフマネージャーでドラ
ムの山下智（山ちゃん）さん、ベースの山本浩二（コージ）さん、キーボードの高
見英（はなちゃん）さん、ギターのMizさん（アメリカで5年間修行）、そして写
真撮影担当ミホさんの6人です。
　　

 

 あいさつに来られた皆さんと談笑



 

左から　はなちゃん、コージさん、山崎さん、山ちゃん、Mizさん

リハーサル演奏を聴かせていただきましたが最高でした



公演前に楽屋でくつろぐコージさん、ミホさん、Mizさん

　　　　　　　 　
　なお、公演の一部は小学校・中学校の楽器購入資金として寄付されます。
　　

    　7月22日　砂川社交飲食協会　会員向け研修会     
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月6日の重大な交通事故（事件）を踏まえ、砂川市、北海道、警察のほか、関
係団体、市民が一体となって飲酒運転撲滅の取り組みを十数回にわたり行ってきま
した。15日の「砂川市民を交通事故から守る一斉旗の波運動」では、過去最高の
390人もの市民の皆様の参加を得て「飲酒運転撲滅」の運動を行いました。
　
　また、夜には社交飲食協会・北観協、警察、行政が一緒に「飲酒運転撲滅ポス
ター」「飲んだらのれん小旗」などを各飲食店に配布するなど、飲酒運転をさせな
いことをスローガンに取り組みを行ったところです。
　
　6月6日を風化させないためには、この日を「飲酒運転撲滅の日」と定め毎年事
業を開催すること、また、まだ県レベルでしか「飲酒運転撲滅条例」が制定されて
いませんが、砂川市も条例制定に向けて作業を進めている旨の話をしました。
　



 

　　　　　　
　この研修会には、社交飲食協会会員約20名が参加し、菊池警察署長も講演を行
いました。
　



    　7月21日　砂川錬心館全国大会出場あいさつ     
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　6月21日に苫小牧市で行われた北海道道場少年剣道大会において、
　　小学生団体の部でベスト16に入り、7月28日に日本武道館で行われる
　　第50回記念全国道場少年剣道大会に出場。
 　
２　上記大会に各道場の推薦により、中学生個人の部で石山中3年原田
　　さん、奈井江中3年出口さん、個人戦小学生男子の部で砂川小6年佐
　　藤さん、中央小6年伊藤さんが出場。
　

　　
３　7月5日に旭川市で行われた青少年剣道旭川大会において、団体戦
　　女子の部で20年ぶり2度目の優勝。メンバーは砂川中1年岡さん、砂
　　川中1年長岡さん、砂川中3年岡さん、奈井江中3年出口さん、石山
　　中3年原田さん。
　　　



　　　
４　7月19日に古平町で行われたＢ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ交流交
　　歓会で、団体戦で準優勝、個人戦小学生の部3位豊沼小6年南条さ
　　ん。
　　

　　



    　7月15日　砂川ミニバスケットボール少年団（男女）全道大会、北
北海道大会出場あいさつ     

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川ミニバスケットボール少年団は、現在市内小学校の男子１３名、女子１５名
で活動を行っています。 
　女子チームは第３２回北空知地区夏季ミニバスケットボール大会で１２年ぶりに
優勝し、函館市で開催される北海道大会に出場することとなりました。
　男子チームも上記大会で３位となり、帯広市で開催される北北海道大会に出場す
ることとなりました。
　男女ともに少しでも上位に入り来年につなげることができることを願っていま
す。
　

女子チームの皆さんと西川監督（左）



男子チームの皆さんと新美コーチ（左）

    　7月15日　飲酒運転撲滅！飲食店啓発ポスター配布     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川社交飲食協会・北海道観光社交事業組合・警察・行政が一体となって、各飲
食店に砂川市で作成した「飲酒運転撲滅のポスター」と警察から団扇とパンフレッ
ト、砂川社交飲食協会から小旗（飲んだらのれん）を各飲食店に配布しました。
　

砂川パークホテルへポスターを配布しています



早速はっていただきました

その後、日本酒道場橋へ



「飲んだらのれん」の小旗も置いていただきました

左から北海道観光社交事業組合砂川支部 菅原支部長と砂川社交飲食協会 前田
会長



    　7月15日　砂川市民を交通事故から守る一斉旗の波運動     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年は３８団体３９０名が参加していただき、（株）北斗から北３丁目まで、国
道両側の５５０ｍを旗の波で啓発運動を行いました。 
　今年は６月６日の一家４名が死亡するという事故を受けて飲酒運転撲滅をメイン
テーマとし、開催前に黙祷を捧げました。
　さらに空知太の事故現場でも併せて旗の波運動を行ったところです。
　午前１１時から１２時までの平日にもかかわらず参加していただきました市民の
皆様に感謝を申し上げます。
　砂川市はこの６月６日の事故を風化させてはいけないという強い決意のもと毎年
６月６日に飲酒運転撲滅の取り組みを行うことをあいさつで申し上げました。
　砂川警察署菊池署長からもあいさつをしていただき、今後とも警察・行政・関係
団体・飲食業の皆さん・市民の皆さんと一体となって飲酒運転撲滅の取り組みを進
めて参ります。
　飲酒運転撲滅ののぼりやプラカードを持った社交飲食協会、商店会の皆様ありが
とうございます。
　



砂川警察署菊池署長



砂川社交飲食協会の方たちものぼりを持って参加してくれました

 



    　7月11日～12日　第20回石狩川下覧櫂　夏の夕べ in 遊水地     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　夕方の4時でもまだまだ暑い遊水地へ。私の好きなイベントです。
　理由はこの写真（夜景）。 
　 

 

 ライトアップされた遊水地管理棟

　
　石狩川下覧櫂の後藤会長、砂川下覧櫂の斎藤会長ご苦労さまです。
　北海道開発局札幌開発建設部の竹内次長も来てくださいました。
　　

 

 地域おこし協力隊のみなさん



ボランティアで焼き物係担当の蒼建会のみなさん

 

竹内次長を囲んで



この日はたいへん暑くなりました。会場横では大はしゃぎで水遊びをする子
どもたちも

 

イベントに合わせて管理棟のステンドグラスには明かりがともりました



砂川夷の皆さん

　　　

    　7月11日～12日　第12回砂川高校祭　－この瞬間人生一番の輝きを
－     

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今までの肌寒い天気から一転最高の暑さの中での砂高祭（仮装行列）。
　

校舎に掲げられた各クラスの垂れ幕

　 　　
【松原校長のお話】



 　
『人の一生は一瞬、瞬間の積み重ねだと思います。一つの瞬間を一枚の映画のフィ
ルムとすると一つのフィルムがさまざまなフィルムの中から次のフィルムへ・・・
（略）。
　こうして映画のように人生の時間が進んでいくのかもしれません。その数え切れ
ないくらいの瞬間をすべて記憶しているということは普通の人には不可能でしょ
う。しかし、どうしても忘れられない出来事は必ずあるものですし、その記憶こそ
が人の人生を形づくるうえでとても大切なものになることがあります。
　砂高祭・・・ぜひとも、その瞬間、瞬間を大事にして一生忘れられないような記
憶となるようにしましょう。
　高校生活は人生の中でも極めて短い時間でしかありません。・・・（略）
　ことしの砂高祭を自分の中で輝きのあるもの、忘れられないようにするよう、全
力をあげて取り組んでいきませんか』
　　
　仮装のパフォーマンスが始まる前に、生徒会長の高橋翔悟君が「仮装のなかで市
長が一番良いと思うクラスを教えてください」とのことで、表彰式で発表するよう
です。
　炎天下のなかで真剣に採点させていただき、結果は悩みましたが「３－Ｃ野菜舞
踏会」にしました。「１－Ａおばけ」「３－Ｄサーカス」もよかったのです
が・・・。
　賞品は後日学校へ。来年からは事前に用意しておきます。
　　
　次の日も学校祭に行く予定でしたが、炎天下による体調不良のため行くことがで
きませんでした。
　　
各クラスの写真やパフォーマンスの様子をカメラに収めてきました。
　　





悩んだ末にわたしが選んだ　「野菜舞踏会」の３－Ｃのみなさん









 



 

 



 

 



 

 







 



　　

  

    　7月6日　ストップ・ザ・交通事故　2市3町合同集会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川市内の国道12号で発生した事故から1か月が経過しましたが、「今回の交通
事故を絶対に忘れない！」そして「二度とこのような悲惨な交通事故を起こさせな
い！」という強い思いを誓い合うために、砂川警察署管内の歌志内市、奈井江町、
上砂川町、浦臼町と「ストップ・ザ・交通事故　2市3町合同集会」を開催いたし
ました。 
　集会に際しまして、空知総合振興局金田局長をはじめ、砂川警察署菊池署長、赤
歌警察署棚橋署長、砂川市議会飯澤議長、歌志内市議会川野議長、奈井江町議会森
山議長、上砂川町議会堀内議長、浦臼町議会阿部議長ほか関係団体の皆様と国道
12号において、交通事故がなくなることを願い、旗の波を実施いたしました。
　　 



空知総合振興局金田局長



砂川警察署　菊池署長

砂川青年会議所　増井理事長



金田局長（左）と菊池署長（右）

 



    　7月4・5日　THE祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回で15回目を迎えた「THE祭」。4・5日と2日間にわたって開催され、全国各
地から踊り子たちが集結しました。 
　残念ながら当日わたしは参加できず、代わりに経済部長に出席してもらいまし
た。
　　 






