
  

 

平成27年
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　そのほかの掲載分は　こちら　から 

8月
   

　8月30日（日） 
　 

●     「お花による癒し」 

詳細はこちら

●     砂川市議会「市民フォーラム」　～飲酒運転撲滅に向けて～  

詳細はこちら

　8月26日（水） 
　 

●     市民まつり2日目 

詳細はこちら

　8月25日（火）～27日(木) 
　 

●     砂川お祭り広場 

詳細はこちら



 

　8月25日（火） 、26日(水) 
　 

●     赤穂市友好親善都市スポーツ交流事業 

詳細はこちら

　8月24日（月）  
　 

●     平成27年度民謡民舞少年少女全国大会（民謡日本一決定戦）出場あいさ
つ 

詳細はこちら

●     寄付採納 

詳細はこちら

　8月23日(日)  
　 

●     晴見町内会子ども神輿  

詳細はこちら

　8月22日(土)  
　 

●     砂川青年会議所創立55周年記念式典・懇親会  

詳細はこちら

　8月21日(金)  
　 

●     河川三団体「治水研修会」 

詳細はこちら

●     『若さが躍動』砂川高校大運動会  

詳細はこちら



　8月17日（月） ～18日（火） 
　 

●     中央商店街盆踊り大会  

詳細はこちら

　8月17日（月）  
　 

●     第7回こども落語全国大会優勝 

詳細はこちら

　8月16日（日）  
　 

●     あさひサマーフェスティバル  

詳細はこちら

　8月9日（日）  
　 

●     駅前シャッターアートお披露目 

詳細はこちら

　8月8日（土）  
　 

●     砂川SAスマートIC開通記念式典・一般通行車記念品贈呈式 

詳細はこちら

　8月7日（金）  
　 

●     ラブ・リバー砂川夏まつり 

詳細はこちら

●     全国大会出場あいさつ 

詳細はこちら

 



　8月4日（火） ・6日（木） 
　 

●     ALT（英語指導助手）退任＆着任 

詳細はこちら

　8月4日（火）  
　 

●     1市3町交通事故セーフティ運動総決起大会 

詳細はこちら

　8月2日（日）  
　 

●     ほたる倶楽部ほたる観賞会 

詳細はこちら

●     前谷理氏旭日双光章受章祝賀会 

詳細はこちら

●     カントリーロード祭 

詳細はこちら

●     防災フェスティバル 

詳細はこちら

   

 

 

 



    　8月30日　「お花による癒し」     
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市民フォーラム退出後地域交流センター研修室に顔見知りの方がたくさんいて、
看板には「健康を考える会」主催のセミナー「花による癒し効果」とあります。 
　ちょっとだけ中に入ってあいさつのつもりが、皆さんと記念撮影ということに。
日曜日の地域交流センターではいろいろな催しが開催されています。
 　
　セミナーの内容は、お花が持つ癒しの効果が心身の健康を増進させる研究結果の
話しやお花体験、血管年齢・ストレス度チェック等々。
　皆さんご苦労様です。
　　

 

 お花が持つ癒し効果とはどれほどのものなのでしょう？

 



セミナー関係者の皆さんと記念撮影

　

 

    　8月30日　砂川市議会「市民フォーラム」　～飲酒運転撲滅に向け
て～     

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　６月６日の飲酒運転による事故、その後の議員の飲酒運転による逮捕を受けての
議会による飲酒運転撲滅フォーラムです。 
　　

冒頭、交通事故で亡くなられた方々に対し、参加者全員で黙祷を捧げました



フォーラムには来賓として出席しました

　　　
　私は来賓あいさつ後岩見沢出張のためフォーラムには参加できませんでしたが、
飯沢議長あいさつの後、菊池砂川警察署長の講演、パネルディスカッションが行わ
れました。
　

砂川警察署菊池署長による講演



お酒に酔った状態を専用のゴーグルをつけて体験する参加者

　　　
　パネリストは、市議会飯沢議長、砂川市町内会連合会小関会長、砂川市交通安全
協会北谷会長、砂川市社交飲食協会高橋相談役です。
　

パネルディスカッションでは参加者からも貴重な意見が出されていたようで
す

　　

 



    　8月26日　市民まつり2日目     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　今日は子どもみこしと夏の風物詩となっている緑粋まつりみこし渡御の話題。
　砂川の特徴はお祭りの露店のなかをソイヤ、ソイヤの掛け声とともに練り歩くこ
とです。北国の短い夏の最終章にふさわしい行事です。
　一部を写真で紹介します。
　

子どもみこし1

子どもみこし2



子どもみこし3

子どもみこし4



緑粋みこし1　これからスタートします

緑粋みこし2　陸上自衛隊滝川駐屯地の佐々木司令も



お祭りを陰で支えていただいている砂川警察署の皆さん

交通安全指導員会の皆さん



    　8月25日～27日　砂川お祭り広場     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川の夏最後のイベント、砂川秋祭りにあわせた「お祭り広場」開会式に出
席。 
　開会式直後のもちまき目当ての人で会場は人であふれています。
　皆さん、市民踊りや歌謡ショーを楽しんでいました。
　堀実行委員長・委員の皆様ご苦労様です。　市民踊りには砂川音頭保存会の皆さ
ん以外に砂川婦人ボランティアクラブ、いずみ会、老人クラブも参加して大盛況で
した。
　











    　8月25日、26日　赤穂市友好親善都市スポーツ交流事業     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 
　剣道をとおしての交流事業として、赤穂市体育協会、赤穂市剣道連盟、赤穂市教
育委員会そして少年剣士の皆さんが砂川に来られました。
　4年前にも当時の豆田赤穂市長のほか皆さんが来ており、昨年10月にはわたしも
赤穂に表敬訪問しました。その時お世話になった前田赤穂市地域活性化推進部長も
体育協会の副会長として来られていました。その節は大変お世話になりました。
　在任中に一度は忠臣蔵旗剣道大会に砂川剣道連盟の皆さんと参加してみたいで
す。
 
　赤穂市体育協会
　　会長　鹿島　芳明　　副会長　内藤　茂男　　副会長　前田　尚志
　　理事長　竹谷　英幸
　赤穂市剣道連盟
　　副会長　尼崎　　厚　　副会長　小川　好史　副会長　千﨑　武司
　　副理事長　岩本　哲也　監事　森谷　真三
　　顧問　　鈴木　康功師範　　顧問　池田　公律師範
　赤穂市教育委員会
　　スポーツ推進課長　満重　義浩　　スポーツ推進係長　岸本　年正
 
　赤穂市の皆さんありがとうございます。





赤穂市教育委員会満重課長の演舞

    　8月24日　平成27年度民謡民舞少年少女全国大会（民謡日本一決定
戦）出場あいさつ     

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　札幌市で5月10日に開催された民謡民舞少年少女道央連合大会（日本民謡協会主
催）で、黒瀬友也君（北光小4年）が小学4～6年生の部で2位、黒瀬大地君（石山
中3年）が中学生の部で3位となり、8月30日に東京で開催される全国大会に出場す
ることから石山中学校の松田教頭と土田町内会長とともにあいさつに来られまし
た。
　なお、友也君は昨年小学1～3年生の部で優勝していることから、今年は開会式
で優勝旗返還と特別出演で歌うこととなっています。ぜひ再び優勝旗を持って来て



いただきたい。
　大地君は来年高校生となり大人の部に入ることになります。声変わりしてから苦
労しておりますが、我慢して続けると20歳くらいでまた高い声がでるようになる
とのこと、あきらめずに頑張っていただきたい。石山中学校の松田教頭は「自分の
やりたいことを頑張ってやりとおしている、その姿勢が周りの生徒にも貴重な存在
となっている」と話していました。
　民謡の世界で男の子は、声変わりをすることから途中で挫折する子が多いとのこ
と、中学生ですからほかに遊びたいこともたくさんあると思いますが、自分を信じ
て突き進んでいただきたい。頑張れ黒瀬兄弟。
　



    　8月24日　寄付採納     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　7月5日に急逝された砂川市名誉市民、故菊谷勝利氏の奥さんである菊谷たか子
さんと義弟の田中浩司さんが、生前お世話になったお礼にと砂川市と市立病院にた
いして寄付の申し出がありました。
　ありがとうございます。　私も総務部長や行革の課長として12年間行動を共に
してきましたので元気なころの話をさせていただきました。
　まだまだ手続き等しなければならない事も多いと思いますが、1日も早くお元気
になられることを願っています。 
　



    　8月23日　晴見町内会子ども神輿     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年も子どもたちが元気に晴見公園に集合。私も子ども神輿の応援に行ってきま
した。

    　8月22日　砂川青年会議所創立55周年記念式典・懇親会     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第55代増井悟理事長のあいさつで式典が始まり、来賓として私と日本青年会議
所北海道地区協議会植村会長が祝辞のあいさつをいたしました。
　
　砂川青年会議所は昭和35年に道内27番目に認証され創立されました。
　式典では、スポンサーＪＣである滝川青年会議所（浮田理事長）と砂川ＪＣシニ
アクラブ（福元会長代理武田副会長）に感謝状が贈られました。
　
　武田昭二シニアクラブ副会長の謝辞では、日本資本主義の父と言われている「渋
沢栄一」の「幸福を求める者、夢なかるべからず」との言葉を引用して青年会議所
の若いメンバーにエールを送っていました。
　
　懇親会は、二人の息子を理事長に持つ増井宗雄シニアクラブ副会長の乾杯の音頭
で始まり盛会に開催されました。





砂川JCシニアクラブ　武田副会長へ感謝状贈呈



    　8月21日　河川三団体「治水研修会」     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北海道河川環境整備促進協議会（会長砂川市長）、北海道千歳川水系治水連絡協
議会（会長恵庭市長）、石狩川治水促進期成会（会長滝川市長）により毎年札幌で
開催。
　
　講演は「治水事業をとりまく最近の情勢」（北海道開発局井田河川企画官）、
「近年の大雨等による気象災害と防災情報の利活用」（札幌管区気象台輪島調整
官）です。
　
　北海道開発局から本田局長はじめ10名、札幌開発建設部から石田建設部長はじ
め14名、北海道から清水土木局長はじめ４名の皆様、市町村からは13首長はじめ
52名が参加して、情報交換も含め実りの多い会議でした。



第一部の講師 北海道開発局井田河川企画官

第二部の講師 札幌管区気象台輪島調整官



    　8月21日　『若さが躍動』砂川高校大運動会     
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　昭和55年から始まったこの運動会、今年も晴天に恵まれ父兄が応援するなかで
若い力が躍動しました。松原校長はじめ先生方も参加する運動会です。 
　カメラ片手に広報班と一緒に走り回ってきました。
　





松原校長（左）、仲見教頭（中央）







ムカデリレー

綱引き2年次優勝　2年A組



綱引き3年次優勝　3年B組

    　8月17日～18日　中央商店街盆踊り大会     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　あいさつのなかで晴天に恵まれてと言ったら途中から雨が。今年は湿度が高く蒸
しているが、一時的に雨が降る日が多い。
　私のスマホの天気情報も、晴れていても短期的集中豪雨の警報がお盆期間中毎日
のように入ってくる。空振りもありで雨雲レーダーを見ながら判断している。危機
管理として防災担当課長と砂川を離れている時は情報のやり取りを行っていて、こ
れから9月にかけて警戒が必要。
 
　
　盛夏のイベント第3弾、中央商店街盆踊り大会開催。あいさつのため6時半に到
着すると、子ども盆踊りが行われていて浴衣姿が夏を感じさせます。
　遠い昔を思い起こしながら関係者へのあいさつ回り。岩崎大会長、井利実行委員
長はじめ商店会、町内会の皆様ご苦労様です。
　今年は人の出が多いような気がします。今後スマートインター効果がでるよう市
民の皆様と一首になって頑張ってやっていきたい旨あいさつをしました。
　其田商工会議所会頭、飯澤市議会議長もあいさつ。2期目になると私が一番年上
になっていた。砂川警察署菊池署長も普段着で参加してくれました。
　



子ども盆踊り





正和商店会の皆さんの仮装



今年の優勝チーム「卑弥呼」





地域おこし協力隊も参加



社交飲食協会に皆さんも飲酒運転撲滅のために参加

砂川警察署菊池署長



    　8月17日　第7回こども落語全国大会優勝     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　浦臼町の向井七星（ななせ）さん（小学5年生）が宮崎県日向市で開催された全
国大会小学生の部で優勝し、お父さん、NPO法人ゆうの其田理事長らと報告に来
ました。予選を勝ち抜き全国大会24人のなかでの優勝で、師匠の笑生十八番
（しょうせいおはこ）さんからは話に強弱をつけるよう指導されていて、決勝での
出場順番のくじでは中間くらいの出番が1番良いとアドバイスされたそうです。本
番が1番良かったとお父さんが話してくれました。
　普段は地域交流センターゆうで月2回練習をしています。
　今、砂川市の市民文化祭（10月11日または12日）に出演予定で調整中とのこと
です。ぜひ写真を撮りに行き、聴いてみたいと思っています。
　

向井七星さん（中央）とお父さん（左）



    　8月16日　あさひサマーフェスティバル     
　　　　　
　今年は6月、7月と公私ともに大変な事が続きました。
　8月からは砂川SAスマートICの開通など明るい話題で始まりましたので、この勢
いで砂川市の活性化を目指してまいります。
 
　あさひサマーフェスティバルは61回目を迎えた、砂川で1番古くから続いている
お祭りです。住実行委員長はじめ役員の皆様ご苦労様です。沢田町内会長も頑張っ
ておりました。
　今年は戦後70年の節目の年となりました。このフェスティバルも70年、80年と
いつまでも続けていただきたいと思っています。
帰りに焼きそばと口福厨房のエビチリを買って帰宅。妻と二人で遅い晩ごはん。砂
川警察署菊池署長も顔を出してくれました。
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　



売店



焼き物班の皆さん

CAFE　MEDERU



砂川ポークチャップ協議会

砂川商店会連合会



会場の様子

子ども盆踊り



    　8月9日　駅前シャッターアートお披露目     
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 



 

　　
　市民参加型街づくりの一環としてSuBACo（砂川地域おこし協力隊）が主催。
　図案公募期間は5月7日から7月2日
　市民投票は7月6日から7月19日
　応募総数は98件
　投票総数は810票
　
　1位となったのは札幌市在住熊崎里美さんの「すずらんのふるさと」。
 　　　

 



 

アート考案者の熊崎里美さん（札幌市）と

 

永大商事、二世会、虹の巣の皆さんにご協力をいただきました。どうもあり
がとうございました

　

 



    　8月8日　砂川SAスマートIC開通記念式典・一般通行車記念品贈呈式     
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川市悲願の開通式をやっと迎えることができました。
　

　
　私の公約とはいえ総務部長のときからかかわり、なかなか糸口を見つけることが
できませんでしたが、市立病院が第3次医療圏の救命・救急センターの指定を受け
たことや、国会議員の大きな力添えをいただき、この地方創生が叫ばれているとき
に式典が行われ、10数年にわたる取り組みを知っているだけに感無量です。
　　
　国会議員、国土交通省、北海道開発局、北海道、ネクスコ東日本北海道支社、北
海道警察はじめ関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。特に平成25年、26年
は国土交通省北海道局、道路局や国土交通省副大臣、政務官への要請には国会議員
とともに数えきれない程行きました。
　　
　次の仕事は、ここの交通量をいかに増やすか、いかに地域活性化を図ることがで
きるかということです。行政だけでできることではなく、元気な企業の力や商工会
議所など民間の皆様と砂川市の生き残りをかけて取り組んでいかなければならない
と決意もあらたにしております。
 　　　



衆議院議員　稲津 久様による祝辞

衆議院議員　渡辺 孝一様による祝辞



北海道知事　高橋 はるみ様代理　空知総合振興局長　金田 幸一様による祝辞

北海道開発局長　本田 幸一様による祝辞



右から　稲村 久男道議会議員と飯澤 明彦市議会議長　～　テープカット式

右から　東日本高速道路株式会社北海道支社支社長　川添 卓司様、北海道開
発局長　本田 幸一様　～　テープカット式



左から　衆議院議員　鈴木 貴子様代理の鈴木 宗男様、衆議院議員　稲津 久
様、同じく渡辺 孝一様と北海道知事　高橋 はるみ様代理の金田 幸一様　～　
テープカット式



午後1時、通行車両をお見送り

 

 マナーティ（左）、ポークチャップリン（右から2番目）、みまもりんご（右
端）も応援に駆けつけてくれました



 

 一番乗りは千葉県印西市からお越しの川又さん（中央）。ネクスコ東日本旭
川管理事務所丸山所長（右端）、応援キャラクターたちと記念撮影

　　　　　
　なお、サービスエリアからハイウェイオアシスへの渋滞の問題やスマートイン
ター入口での混乱等、従来から言われていた問題でありますが、ネクスコ東日本や
北海道、北海道警察と協議して早期に解決できるよう頑張ります。 
　　　

　　

 



    　8月7日　ラブ・リバー砂川夏まつり     
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川市の一番大きなイベント夏まつりの開演。15,000人程の人が集まります。6
月、7月はあまり良いことがなかったので8月からは元気にみんなで砂川を盛り上
げていきましょう！
　　

上原ポークの子豚の丸焼き。8時間かけて焼き上げたそうです

砂川音頭保存会の皆さん



暴力追放運動協議会の皆さん。ことしは飲酒運転の撲滅のために

札幌開発建設部の協力で樋門もライトアップされました



Tomomiさん　ことしもその歌声を披露してくれました

みまもりんごとポークチャップリンが登場。ポークチャップリンはこの日が
イベントデビュー



急きょ、飛び入りで駆けつけていただきました渡辺孝一衆議院議員

 

担がせていただきました！



 

 自衛隊滝川駐屯地から　力強い太鼓演奏

 

イベントの締めは恒例の花火大会

　　　



    　8月7日　全国大会出場あいさつ     
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　村上幸汰朗君（石山中学校3年）が、全道水泳大会で50ｍ自由形、100ｍ自由形
で優勝し、秋田市で開催される全国中学校水泳大会（8月17日～19日）に出場する
ことから市長室にあいさつに来てくれました。 
　

　　　
　全道大会の記録は、全国では50ｍは4位、100ｍは7位にあたる記録で、目標は
「優勝」と抱負を語ってくれました。
　1日の練習時間は2時間で、量より質が大事とのことでした。
　昨年から6秒記録が伸びて、夢は大きく持ち東京オリンピックエイジですので5
年後のオリンピックを目指していただきたいと思います。
　



　　

    　8月4日・6日　ALT（英語指導助手）退任＆着任     
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　1年間ALTとして活動されたコリナ・ワンさん（トロント大卒）が退任され、新
しくカナダからシャイアン　フェヤント‐ミクラドさん（レジャイナ大卒）が着任
されました。
　コリナさんには着任時に英語を教えてもらう約束をしていましたが、都合がつか
ずかないませんでした。残念です。
　

退任されたコリナさん

　
　シャイアンさんは、大学で文化人類学を専攻しており、日本文化も少し学んだそ
うです。
　日本を訪れるのは初めてとのことでしたので、日本の印象はと尋ねると「暑
い!!」と一言。
　やはり、カナダ人にとっても蒸し暑い気候のようです。
　市民の皆さん、よろしくお願いします。
　



シャイアンさん、よろしくお願いします

    　8月4日　1市3町交通事故セーフティ運動総決起大会     
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川警察署管内の1市3町が持ち回り開催で、ことしは浦臼町で開催。 
　開催にあたり交通事故死ゼロの日が2,000日を達成した浦臼町が北海道知事と菊
池砂川警察署長から表彰を受けました。
　

　　
　浦臼町の最高記録は2,063日で新記録達成が目前となっております。これを公表
すると死亡事故が起こるので従来は公表しないようにしていましたが、かえって公
表することにより死亡事故の抑止につながり公表すべきとの考えも成り立ちます。
　　
　総決起大会後に1市3町による旗の波運動を行いました。



　浦臼町のイメージキャラクター「臼子ねぇさん」も旗の波運動に参加。
　

臼子ねぇさんとの記念の1枚

　

 

    　8月2日　ほたる倶楽部ほたる観賞会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　本日は朝10時からスタートして夜8時、やっと最後の事業に到着。 
　子どもの国のレストハウスには例年より多くの子ども連れが集まっていました。
　子どもたちを前にしてのあいさつはかんたんに済ませました。
　7月、8月は年間で一番親子の会話が多い月と言われています。
　ほたる観賞をとおして親子のコミュニケーションを図り情緒豊かな大人となるこ
とを願っています。　ほたる観賞会は今年で10年目を迎えます。ホタル倶楽部の
皆さん地道な活動ご苦労様です。子ども達にとって大変意義のある事業です。
　



たくさんの参加者がホタルを楽しみにきていました

ほたる倶楽部の皆さんから子どもたちにLEDの懐中電灯がプレゼントされま
した



    　8月2日　前谷理氏旭日双光章受章祝賀会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　前谷氏は昭和2年生まれで、昭和38年から47年まで3期9年農業委員を務め、昭和
46年から62年まで4期16年間市議会議員を務めました。　昭和55年には市政功労
章を受章し、今回旭日双光章の栄誉に輝きました。　4Ｈクラブをつくったこと、
農協青年部発足の発起人となったこと、水稲振興会をつくり会長となったことなど
の話をされていました。　 
　前谷さんが議員になった時は、私はまだ市の職員になっておらず、議員をやめら
れた昭和62年は係長になったばかりの頃でした。
親しくお話をさせていただくようになったのは、私が市長になってから議員ＯＢ会
や研修旅行でのことです。温厚・誠実・真面目な方で、いつもにこにこ笑顔で話を
される方です。いつまでも砂川市の行く末を見守っていただきたいと思っていま
す。おめでとうございます。 
　

    　8月2日　カントリーロード祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今年が2回目ということで、時間の合間をみて写真を撮りに。
　片桐農園、奥山農園、ソメスサドル、ナチュレ、ミルク、カフェメデル、地域お
こし協力隊の皆さん等々、そして三谷さんありがとうございます。
　







わたしの妹と同級生ということでアイスキャンディをご馳走になりました



    　8月2日　防災フェスティバル     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川遊水地20周年を迎え、今年も遊水地管理棟で防災フェスティバル（ＮＰＯ
法人オアシス、砂川子ども水辺協議会、滝川河川事務所、砂川市教育委員会主催）
が開催されました。　オープニングはお天気キャスター・防災士で「Ｕ型テレビ」
でおなじみの菅井貴子さんの講演「砂川市の防災」から始まりました。 
　菅井さんの砂川での講演は9回目となります。横浜市出身で明治大学理工学部数
学科を卒業後、気象予報士の資格を取得し2011年からは「Ｕ型テレビ」でお天気
キャスターを務めるなど、北海道を中心に南は九州まで日本一移動距離の長いキャ
スターとのことです。今はすっかり道産子になったとのこと、北海道の天気が穏や
かで大好きと言っておりました。
　講演には稲津衆議院議員も参加していてびっくりしました。



　　 



石狩川振興財団の森田理事長

稲津衆議院議員


