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　そのほかの掲載分は　こちら　から 

9月

   
　9月29日（火）  
　 

●     交通安全祈願式典（交通事故をなくする市民集会） 

詳細はこちら

●     魅力ある砂川高校を目指して『砂川高校公開授業』  

詳細はこちら

　9月28日（月）  
　 

●     市民の皆様へ―地域公共交通運行車両始動― 

詳細はこちら

●     第64回全道身体障害者福祉大会（恵庭大会） 

詳細はこちら



　9月27日（日）  
　 

●     今日の朝刊のチラシから－お店が教えてくれる商店会ゼミナール－  

詳細はこちら

●     砂川市防災訓練  

詳細はこちら

　9月26日（土）  
　 

●     第21回「魚と野菜の感謝の夕べ」  

詳細はこちら

　9月24日（木）  
　 

●     平成27年度レクリエーション運動普及振興功労者表彰 

詳細はこちら

●     日本一長い旗の波運動 

詳細はこちら

　9月21日（祝）  
　 

●     砂川ハイウェイオアシス館「なかそらち大収穫祭」 

詳細はこちら

　9月20日（日）  
　 

●     青年会議所婚活事業「砂川未来日記」開会式あいさつ 

詳細はこちら

●     北海道中学生剣道錬成大会 

詳細はこちら
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　9月19日（土）  
　 

●     空知太町内会健寿会 

詳細はこちら

　9月18日（金）  
　 

●     第21回砂川中学校学校祭閉会式 

詳細はこちら

　9月17日（木）  
　 

●     砂川高校バレー部来庁 

詳細はこちら

●     広報委員会議 

詳細はこちら

　9月15日（火）～16日（水）  
　 

●     陳情用務ー総務省･国土交通省ー  

詳細はこちら

　9月13日（日）  
　 

●     スイートロード杯高校女子バレーボール大会 

詳細はこちら

●     第39回砂川希望学院収穫祭 

詳細はこちら
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　9月12日（土）  
　 

●     宮川町内会三世代交流事業焼肉パーティー 

詳細はこちら

●     駅前町内会 

詳細はこちら

　9月11日（金）  
　 

●     観光協会市民交流パーティー  

詳細はこちら

●     お知らせー市長から市民の皆様へー 
町内会連合会への説明会（砂川警察署を滝川警察署に統合する問題）  

詳細はこちら

●     石山中学校学校祭開会式 

詳細はこちら

　9月8日（火）  
　 

●     給食センターからお知らせ 

詳細はこちら

　9月7日（月）  
　 

●     やりました!　黒瀬兄弟全国大会で優勝、準優勝 

詳細はこちら



　9月6日（日）  
　 

●     第39回道民芸術祭･第47回空知管内郷土芸術祭  

詳細はこちら

　9月5日（土）  
　 

●     空知六市書道展に出席して  

詳細はこちら

●     吉野地区収穫祭  

詳細はこちら

　9月2日（水）  
　 

●     日本道路協会道路功労表彰伝達式  

詳細はこちら

   

 

    　9月29日　交通安全祈願式典（交通事故をなくする市民集会）     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　飯澤市議会議長、菊池砂川警察署長(講演会の講師をしていただきました)を来賓
としてお迎えし、共催団体の北谷砂川市交通安全協会会長、宮本砂川市交通安全指
導員会会長にも出席をいただき盛会に開催をいたしました。
　式典のなかで高村亘氏が北海道知事からの感謝状の伝達もおこなわれ、また、砂
川ライオンズクラブ、砂川ロータリークラブから交通安全旗の贈呈を受けました。
砂川青年会議所増井理事長から力強い集会宣言で式典終了。
　アトラクションとして、砂川小学校ウインズ・アンサンブルと砂川中学校吹奏楽
部による演奏が行われました。
　



 

 砂川市交通安全推進委員会 会長としてあいさつしました

 

 砂川ライオンズクラブより交通安全旗を贈呈されました



 

 砂川ロータリークラブより交通安全旗を贈呈されました

 

 高村さんに交通安全功労者表彰を伝達しました



 

 砂川青年会議所　増井理事長による集会宣言

 

 砂川警察署 菊池署長の講演



 

 砂川小学校ウインズ・アンサンブルの皆さんによる演奏

 

 砂川中学校吹奏楽部の皆さんによる演奏



    　9月29日　魅力ある砂川高校を目指して『砂川高校公開授業』     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川市も砂川高校を応援するため2016年度から新たな支援策を講じました。1人
でも多くの学生に選ばれる高校を目指しています。
　今年も公開授業に行きましたので写真で先生方を紹介します。
　

地学基礎－高木吉実先生

現代文Ｂ－松田祥先生「寺山修司　マッチ擦るつかのま海に霧ふかし身捨つ
るほどの祖国はありや」



地学基礎－安田等哉先生「先生いわく、ここ大事試験にでるよ」

現代文Ｂ－柳家諭史先生「序―定義、本―根拠、結―作者の意図」



数学3－田中正志先生「黒板には指数関数―私には言葉しか思い出せません」

数学Ｂ－末次良平先生 
「ＡＢ＝√(Ｘ2－Ｘ1)2＋(Ｙ2－Ｙ1)2＋(Ｚ2－Ｚ1)2　2点間の距離、ここまでは
かろうじて覚えています」



子どもの発達と保育～自習でした

古典Ｂ－川又則人先生「今昔物語から、いみじて盗人にてぞありける（連体
形）～訳は大変度胸のある人だった、古典はおもしろいですね」



英語表現1－住川浩先生「my father let me go to the movies．父は映画に行
かせてくれた」

ペン習字－中谷幸代先生



ライフアート－下田徹先生

コミュニケーション英語1－駒井義則先生



コミュニケーション英語1－吉田晋也先生「昨年の英語の授業は最高でした」

英語表現1－荻野玲美先生「教室に入ると先生から市長が来ましたと紹介さ
れ、生徒に市長は英語でなんというでしょうか?沈黙が続いたので私から
mayor of sunagawa city．」



保健－小林裕信先生「先生は北海道の三段跳び学生記録保持者（1975）でし
た、睡眠は疲労の回復方法で夢は継続する」

数学2－菅野俊一先生「Ｘ2＋Ｙ2－４Ｘ＋６Ｙ－３＝０はどんな図形、～これ
は簡単でしょう」



数学2－大串和彦先生「円の方程式」

化学－畑恵成先生「先生の授業はいつもわかりやすくおもしろい、有機化学
Ｃは生命、ＣＨ、Ｃ2Ｈ6、Ｃ3Ｈ８、Ｃ4Ｈ10、Ｃ5Ｈ10・・・Ｃの数が多くな
ると水に溶けにくくなる」



国語表現－林千鶴先生

子ども文化－梅川恵美子先生「絵本づくり」



地理Ｂ－葛西魁人先生「世界の宗教」

数学Ｂ－宮田栄先生「等比数列の和」



日本史Ｂ－藤森瑞生先生「綜芸種智院～空海が創った私立学校的なものだっ
たろうか?」

書道1－中谷幸代先生



音楽1－滝口翔平先生「教材用の琴です」

    　9月28日　市民の皆様へ‐地域公共交通運行車両始動‐     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　10月1日から「砂川市予約型乗合タクシー」の運行を開始します。
　これは、予約により『自宅』から『まちなか乗降地』の間を運行するもので、事
前に利用登録申請が必要、予約締め切り時間や便数、乗降地が決められている等の
制限がありますが同じ時間帯に利用する方と乗り合いで運行することにより、低料
金で利用できるものです。
　市内を3地区に分け、北エリア1（市街地北地区、一の沢地区、北光地区、焼山
地区、晴見地区、三砂地区）　北エリア2（富平地区、空知太地区、袋地地区）　
南エリア（市街地南地区、宮城の沢地区、鶉地区、吉野地区、日の出地区、豊沼地
区、宮川地区）をエリアごとに砂川北星ハイヤー、三星ハイヤー、ふじ観光の3社
が運行します。詳細は市ホームページ、広報すながわをご覧いただくか、市役所企
画調整係（TEL:54-2121）にお問い合わせください。
　



平日はジャンボタクシーで運行します

運行事業者の皆さんと



停留所の表示です

    　9月28日　第64回全道身体障害者福祉大会（恵庭大会）     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　この大会で砂川身体障害者福祉協会理事の山田光男さん（84歳）が、平成27年
度北海道善行賞（知事表彰）を受賞し、工藤会長、伊藤事務局長と報告に来まし
た。　 
　山田さんは、昭和22年16歳の時、国鉄砂川駅保線区保安部勤務中、列車に接触
し片足を切断しました。その後、6年間中村時計店で修行し、歌志内に山田時計店
を開業（昭和29年～平成7年）、41年間に渡り営業を続け頑張ってきました。20年
前に時計店の営業を辞められてからは、砂川に転居し砂川身体障害者福祉協会理事
や北海道知事委嘱身体障害者相談員などに就任しました。
　苦難の人生をしっかりと生きてきた山田さんに毎年新年会でお会いするのが楽し
みでした。最近足腰が弱ってきたと言っておりましたが、いつまでもお元気でいて
ください。
　



山田理事と記念撮影

右から、山田理事、工藤会長、伊藤事務局長



    　9月27日　今日の朝刊のチラシから－お店が教えてくれる商店会ゼ
ミナール－     

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
  
　砂川商店会連合会主催で市内18店舗の商店主などが講師となり、10月1日から31
日までの間に30分から1時間程度のゼミナールが行われます。なお、商工会議所
（TEL：52-4294）に事前申し込みが必要とのこと。
　また、スタンプラリーもあわせて実施し、3店舗受講すると抽選で商店会連合会
の商品券が当たります。
　ゼミナールのメニューは、お仏壇のお手入れ、葬儀の事前相談から生け花、コー
ヒーの入れ方、中国料理、キレイな写真の残し方、魚のさばき方、補聴器、眼鏡
チェーン、洗顔教室、泥スパ、前髪カット、シャンプーの選び方、漢方の話し、相
続、発酵セミナー、ストールの巻き方まで、多種多彩に渡ります。
　あの商店主がどんなお話をするのか興味津々。写真でも撮りにいこうか!
　

    　9月27日　砂川市地域防災訓練     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 　総合体育館を避難場所とする吉野第3町内会、南風町内会、新町町内会、泉町町
内会、南日の出町内会、新日の出町内会の6町内会による地震を想定した避難訓練
です。この中空知は地震の少ない地域と言われておりますが、何が起こるか分らな
い現象が続いており、いざという事を想定して訓練を行う事は、地域住民の防災に
対する意識を高める意味でも必要となります。砂川市は避難所となる施設や市民が
使われている施設については建て替えや耐震化を進め、保育所、南・北コミュニ
ティセンター、学校、地域交流センター、病院、体育館、公民館（11月完了予
定）が終わり、あとは市役所と福祉センターのみとなりましたが、この施設につい
ては現在検討をしているところです。 
　　
　日曜日の早朝にもかかわらず134人の市民の皆さまに参加をいただきました。ま
た、来賓として砂川市議会飯澤議長、町内会連合会小関会長、防火協力会泉谷副会
長、総務省北海道総合通信局防災対策推進室菅原室長、砂川青年会議所岩渕副理事
長、そして砂川警察署長として初めて菊池署長にも出席をいただきました。訓練の
内容はバケツリレー、AEDによる救急訓練、炊き出し訓練、簡易居住場所訓練、停
電訓練、救援物資配布訓練等を行いました。
　
　昨年の広島市での土砂災害や鬼怒川の堤防崩壊は、想定以上の雨量が長時間降る
ことに起因しており、近年の異常気象は地球温暖化による海水温の上昇や偏西風の
経路が変わってきたことが要因とも言われ、昔の水害と異なり線状降水帯（帯状降
水帯）が一定の地域に異常な雨を降らすことから起きています。特に国の直轄河川
である鬼怒川の堤防崩壊は衝撃的でした。石狩川につきましても同じような事が起
きる可能性があり、水防対策に力を入れていかなければなりません。
　
　参加された町内会の皆さん、議員の皆さんご苦労さまです。
 　



開会のあいさつをしました

左から、飯澤議長、小関会長、泉谷副会長、菊池警察署長、菅原室長、岩渕
副理事長



バケツリレーの様子

たどり着いたバケツの水で、燃え上がる火を消火します



消化に成功しました

砂川警察署菊池署長（中央）



砂川青年会議所の皆さんは災害備蓄品の啓蒙活動

北海道総合通信局は災害時でも通話ができる衛星携帯電話のPR



NTT岩見沢支店の災害用伝言ダイヤル体験コーナー

協賛企業の北海道コカ・コーラ（株）の自動販売機の飲み物は無料でした



    　9月26日　第21回「魚と野菜の感謝の夕べ」     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　自宅近くの砂川地方卸売市場へ徒歩で行き、「魚と野菜の感謝の夕べ」に参加し
ました。当日は午後6時開場でしたが早い人では、午後3時から受け付けに並んで
いたとのこと。来場者は砂川、歌志内、上砂川、奈井江、浦臼、滝川などの各地か
ら、約800人もの多くの方が訪れ、会場内を歩くことができないほどでした。ま
た、釣部道議も夫婦で参加していました。 
　会場では、3,000円で飲み放題のうえ、抽選でマグロからカニ、さんま、鮭、
梨、新米等が当たり、抽選にはずれた人には、参加賞で卵4パック（40個）がもら
えました。
　私はいつものように参加賞の玉子ですが、妻からは一番喜ばれています。また、
帰りがけに奈井江町の新田さんから、市長にと競り落とした大きなつぶをいただき
ました。ありがとうございます。
　砂川地方卸売市場の石垣社長いわく、「かろうじて赤字にならないようにやって
いる」とのことで、毎年大感謝・大還元のビールーパーティーです。
　石垣社長、卸売市場仲買人組合近藤組合長、今年もありがとうございます。
　

其田商工会議所会頭の乾杯の挨拶



会場右半分

会場の左半分ですがまだ全員が入場していません



左から石垣社長、堀さん、吉川前組合長

裏方の仲買人組合の皆さん



マグロの解体ショー、池内商店池内さんの見事な包丁さばき

抽選会



第一興産等の皆さん、酒の勢いもあり１万円で中落ちを競り落としてしまっ
たとのこと、これから宴会だそうです

    　9月24日　平成27年度レクリエーション運動普及振興功労者表彰     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　井上宏美さんが第69回全国レクリエーション大会in長野に参加し全国レクリエー
ション協会からレクリエーション運動普及振興功労者表彰を受賞し報告に来てくだ
さいました。北海道からは3名の受賞でした。
　受賞理由は、昭和62年から今日までレクリエーション全般において職場（市立
病院）での患者や家族のケアのほか、住民の健康、子育て支援、介護予防支援に活
躍されたことによるものです。
　井上さんは、いきいき運動推進員、運動管理指導士、いきいき百歳体操のインス
トラクターとして活躍されています。
　再来年には函館市で全国大会が開催されるとのことでした。
　



井上宏美さんと

    　9月24日　日本一長い旗の波運動     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川警察署菊池署長の発案で、国道12号の日本一長い直線道路区間である滝
川、砂川、美唄の警察署合同の旗の波運動を展開する予定でしたが、さらに札幌、
江別、岩見沢、深川、旭川警察署も参加して日本一長い旗の波運動となりました。
　札幌地区トラック協会滝川支部による開会式にはＳＴＶ、ＮＨＫも取材に来てい
ました。砂川市内だけでも5か所で旗の波運動を実施しました。
旗の波運動に参加されましたトラック協会、各企業、市民の皆様ありがとうござい
ます。
　



事故に気をつけるようあいさつをしました

砂川警察署菊池署長

たくさんの人が参加しました



ドライバーにしっかりと注意を促しています

菊池署長と参加してきました



    　9月21日　砂川ハイウェイオアシス館「なかそらち大収穫祭」     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川ＳＡスマートインターチェンジ開通を記念して、砂川ハイウェイオアシス
館、北海道こどもの国協会、空知総合振興局、ネクスコ東日本、北海道中央バス、
そして中空知広域圏の5市5町が一緒になり、この中空知の地域活性化のための事
業です。　中空知の旬の食材や特産品の販売や中央バス（株）からは薪バス「まき
太郎」の展示試乗会等終日多くの人でにぎわいました。
　じゃらん10月号でもハイウェイオアシス館や滝川市、赤平市、砂川市のグルメ
や見どころ情報を発信しています。
　今後ともスマートインターチェンジを広く知っていただくための情報発信に努
め、砂川のみならず中空知圏域が共に生きていくための地域活性化の起爆剤として
いきます。
　

会場の様子



たくさんのお客さんが来ていました

薪バス「まき太郎」



砂川産米粉を使ったピザ

子どもたちに大人気のポークチャップリン



砂川市のＰＲも行いました

浦臼町「臼子ねぇさん」とも共演



    　9月20日　青年会議所婚活事業「砂川未来日記」開会式あいさつ     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　若い人達の婚活事業に市長があいさつに行くのはどうなんだろうかと思いながら
出席。婚活事業第2弾はオアシスパークと遊水地管理棟で開催。
この事業は市が進めている少子化対策の一環で、まじめに出会いの場を求めている
人達への応援事業で成果が上がることを期待しています…。極めて短いあいさつに
とどめて、何となく浮いている感じがしたので早々に退散。プライバシー保護のた
め写真は撮りませんでした。ただ開始前に離れて時間待ちをしている女性の真剣な
表情を見ていると、地方ではなかなか機会に恵まれない状況が伝わってきました。
　後日、18組成立したと聞きましたが、今回の事業をとおして反省点も踏まえ次
の事業にいかしていただきたい。青年会議所の皆さんご苦労さまです。
　

会場の様子



ＪＣの皆さん

『追記』
 
　婚活事業のあいさつ後、一度は訪問してお話を聞きたかった、季の庭「ヤ・エー
ル」へ。
　先客が2組、いずれもわたしの知っている方達でした。ソフトクリームを注文し
てお話を聞かせていただきました。裏庭からは遊水地が一望できるすてきなお店で
す。更谷さんご夫婦は、友人からこの絶景を一人占めするのはもったいない。コー
ヒーを出す店などをやってみてはと言われたのがきっかけだそうです。水車や東屋
などは家族ぐるみ、手作りで増やしてきたそうです。
　

オアシスパークを一望できます



きれいな建物です

お花もきれいです



更谷さんご夫婦

    　9月20日　北海道中学生剣道錬成大会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　昨日から5日間シルバーウイークとのこと。市長にあまり関係がないようでしっ
かりと公務の日程が入っています。
　さて、本日は朝8時30分からの北海道中学生剣道錬成大会です。
　この大会、今から26年前「第４４回はまなす国体剣道大会」がこの砂川市で開
催され、それを記念して毎年この総合体育館で開催されています。
　主催は北海道剣道連盟、砂川市、北海道新聞社となっています。
　昨年、砂川剣道連盟創設60周年記念式典の会場で藤井北海道剣道連盟会長から
来年の剣道錬成大会には市長も出席して欲しいとの要望で参加しました。参加者は
全道の中学生800人、応援の家族も含めると1,000人を超えています。体育館を10
ブロックに分け試合が行われますが、剣道は人づくりが目的だそうです。
　これだけの人数が集まるとあいさつにも力が入ります。北海道剣道連盟・砂川剣
道連盟はじめ関係者の皆様ご苦労様です。
　



800人もの中学生が集まりました

北海道剣道連盟藤井会長と役員の皆様



試合の様子1

試合の様子2



試合の様子3

試合の様子4



女子の部で準優勝した砂川錬心館の皆さん

    　9月19日　空知太町内会健寿会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大内町内会長お世話になりました。　出席者を代表して元町内会長多田清一さん
のあいさつ、大橋正一喜楽会会長の元気な乾杯の音頭ではじまり、すぐにカラオケ
大会。歌わされる前に1時間程で退散。町内会役員の皆様ご苦労さまです。
　

記念写真



懇親の様子

    　9月18日　第21回砂川中学校学校祭閉会式     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　石山中学校学校祭に引き続き、砂川中学校学校祭に出席しました。
この体育館に入るのは3回目、1回目は平成10年、息子が中学校3年生の学校祭、2
回目が昨年の砂川中学校創立20周年記念式典、そして今回の学校祭です。
　生徒の数が少なくなり、少しおとなしくなったように感じました。
　体育館に飾られたモザイク画は素晴らしい出来栄えで、製作に多くの時間を要し
たものと思います。
今年のテーマは「和衷協同」で、みんなで心をひとつにして協同して作業にあたる
という意味です。　行政が目指すべき手法と同じで、市長としても「和衷協同」を
心に刻み込んだ学校祭でした。山崎校長ありがとうございました。
　



吹奏楽部の演奏

生徒の皆さん



ステージパフォーマンス1

ステージパフォーマンス2



ステージパフォーマンス3

ステージパフォーマンス4



ステージパフォーマンス5

ステージパフォーマンス6



ステージパフォーマンス7

ステージパフォーマンス8



生徒会の皆さん

    　9月17日　砂川高校バレー部来庁     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 13日に総合体育館で開催されたスイートロード杯高校女子バレーボール大会の結
果報告に選手の皆さんが市長室に来てくれました。 
　戦績は少ない人数の中で良く健闘した方だと思います。3年間頑張った3年生は
本当にご苦労さまでした。来年はバレーボール部の人数を増やして、今年以上の結
果が出ることを期待しています。
　それにしても、市長になり多くの大会にあいさつに行きますが、スポーツをして
いる高校生は輝いて見えます。これらの経験は、これからの人生で必ずプラスにな
るものと確信しています。頑張れ砂川高校生!
　



砂川高校バレー部の皆さんが訪れました

砂川高校バレー部の皆さんと記念撮影



    　9月17日　広報委員会議     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　年に1回開催し、広報委員からの意見要望などを協議する場です。
開催に先立ち、35年勤続、25年勤続、20年勤続、15年勤続、5年勤続の8名の皆様
に感謝状の贈呈を行いました。
　広報委員の皆様には、月2回雨の日も風の日も雪の日も市民と行政をつなぐ広報
紙の配布でたいへんお世話になっています。
　今年は、砂川市は色々な人のお力添えをいただきながら成り立っていることを市
民の皆様に知っていただくために、出席者全員で写真を撮ってみました。
　

広報委員の皆さん

    　9月15日～16日　陳情用務ー総務省･国土交通省ー     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　7月に国の人事異動があり、要望も兼ねて訪問してきました。 
国土交通省北海道局では、砂川ＳＡスマートインターチェンジでお世話になった和
泉昌裕地政課長にスマートインターチェンジの利用状況の報告と10月に函館で開
催する北海道河川環境整備促進協議会に出席していただく原俊哉水政課長と協議。
　



国土交通省北海道局和泉晶裕地政課長

国土交通省北海道局原俊哉水政課長

　
　総務省では、総務審議官に昇格した佐藤文俊前自治財政局長に近況報告。
審議官室は事務次官室の隣にあり事務次官に次ぐ職だそうで部屋に入るのは初めて
となります。財政課長時代から10年程のお付き合いとなりました。
　



総務省佐藤文俊総務審議官
　
　黒田武一郎官房長も地方債課長時代から財政課長、財政担当審議官、内閣官房内
閣審議官、そして総務省官房長と長い間お世話になっています。官房長室も初めて
入りました。たいへんお忙しい立場にあるようです。
　

総務省黒田武一郎官房長

　
　内藤尚志財政担当審議官は、調整課長時代から財政課長を経て今度は財政担当審



議官兼内閣官房新国立競技場の整備計画再検討推進室審議官とたいへんな役割もも
つこととなりました。（写真）
　

総務省自治財政局内藤尚志大臣官房審議官

　
　皆さんには砂川市立病院建設時の過疎債適用から特別交付税の措置等でたいへん
お世話になりました。

    　9月13日　第39回砂川希望学院収穫祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　雨のなか遅れて出席。バレーボール大会から一緒に行動していた武田圭介議員と
ともに、いよださんのたい焼き、たこ焼き、ラーメンを堪能。たい焼きのあんこ、
たこ焼きのたこの大きさ、院長がじきじきにだしを取ったしょうゆラーメン、どれ
も最高。来年は多くの市民の皆様の参加を期待しています。
　



希望学院の方と

雨のなか、たこ焼きを求めて列ができています



おいしそうなたこ焼きです

    　9月13日　スイートロード杯高校女子バレーボール大会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　第8回目を迎え、今年も10チームが参加。砂川のお菓子が賞品となるユニークな
大会。砂川バレーボール協会西川会長のあいさつではじまりました。今年の砂川高
校女子バレーボールチームの活躍はどうでしょうか。毎年6人を確保するのに苦労
していました。　監督は末次先生。コーチは今年赴任した足立瞳先生でバレーボー
ルの選手だったとのこと。来年が楽しみです。スイートロード協議会の堀江さんご
苦労様です。
　



あいさつ

砂川高校　大野まりあ主将による選手宣誓



砂川高校バレー部の皆さん

砂川高校1



砂川高校2

砂川高校3



滝川高校

美唄聖華高校



長沼高校

旭川凌雲高校



岩見沢西高校

江別高校



富良野高校

留萌高校



名寄高校

岩見沢西高校　藤原主将の優勝あいさつ



    　9月12日　宮川町内会三世代交流事業焼肉パーティー     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　3回目の参加となります。越智さんにはいつもお世話になっています。
　駅前町内会出席のため、遅れて参加。年々人が増えています。
　来年は宮川団地町内会（落合会長）と町内会を統合する予定だそうです。
　

写真撮影に失敗し、1枚となってしまいました。ごめんなさい

    　9月12日　駅前町内会     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市長になってから毎年声をかけていただいて出席しています。
　佐藤町内会長さんありがとうございます。
　「ごっこや」さんの料理を堪能しながら、年を取るのが止まったかのような皆さ
んと楽しく会話。吉野先生も無理をして出席してくださいました。
　阿部さんご夫婦、倉本さんご苦労様です。
　



楽しそうに歓談しています1

楽しそうに歓談しています2



「ごっこや」さん

    　9月11日　観光協会市民交流パーティー     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　6月6日の事故以来、わたしにとって久々の大規模なお酒の会となりました。石
家観光協会会長ご苦労様です。砂川市でも議会と調整を図りながら飲酒運転撲滅の
条例を整備中であり、北海道と歩調を合わせて提案すべく準備しています。其田商
工会議所会頭は、飲酒運転は絶対にダメと喚起しながら商工振興の必要性をあいさ
つで申していました。　わたしも、町内会長への警察署統合反対の説明会のあとで
したので、統合問題にふれると大きな拍手がわき、涙が出そうになりました。
　



抽選会の景品を確認中の増井さん

観光協会理事の皆さん

ＮＰＯ法人ゆうの皆さんによる砂川寄席の宣伝



北観協の皆さんによる第１６回社交フェスティバルチャリティ歌謡ショーの
宣伝

    
　9月11日　 
お知らせ―市長から市民の皆様へ―
町内会連合会への説明会（砂川警察署を滝川警察署に統合する問題）

    

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 
　砂川警察署の統合問題について、町内会連合会加盟町内会への反対署名に関する
説明会を行いました。　
　6月5日に道警本部より2名の方が説明に来て、7月22日に2回目の説明がありまし
た。市長として断固反対の回答をしていましたが、8月10日の警察協議会（砂川警
察署と１市３町の住民代表が警察の運営を協議する会）への説明で、わたしたちが
聞いていない砂川警察署員41名から13名にする（28名の減）などの話しも出たこ
とから、市民全員の意思をまとめて反対すべく署名活動を開始することが了承され
ました。
　1市3町で取り組みを進めてまいりますので、市民各位のご協力をお願いしま
す。　
　なお、具体的な統合理由や反対理由につきましては、署名簿とともに添付します
のでご高覧いただきたいと存じます。
　



説明会の様子1

説明会の様子2



    　9月11日　石山中学校学校祭開会式     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　市長として出席するのは初めてです。教育行政は従来から教育委員会の所管事項
ということで、中立性・公平性を保つために出席していませんでした。大津市のい
じめ問題をきっかけに市長にも一定の関与が認められる新たな教育委員会制度が法
制化され、学校の状況把握（施設等も含め）と文化祭見学、あいさつのため出席し
てきました。　平間校長ありがとうございます。時間がなくて全部見ることができ
ませんでした。
　

平間校長

山形生徒会長



あいさつをしてきました

右から平間校長、井上教育長、ＡＬＴのシャイアンさん、松田教頭



生徒会の皆さん

生徒会役員による寸劇



ステージいっぱいになる大きなモザイク画

    　9月8日　給食センターからお知らせ     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　学校給食に砂川産米粉を使った米粉パンを配食。 
　今年6月に市内で農業をしている中道さんが製粉機を購入し自家製粉をしている
ことから、試作用の米粉の提供をいただき、伊豫田製菓で米粉100％と米粉80％・
小麦粉20％の配合割合を変えた2種類の米粉パンを試作していただきました。
　給食に出したのは、米粉100％のパンでより甘みが感じられもっちり感たっぷり
のもので、全部で1,400食用意しました。
　また、ミニトマトや温食のクラムチャウダーに入っているジャガイモも砂川産を
使用した、地産地消の給食が下の写真です。
　



米粉100％のパンです

地産地消の給食です



    　9月7日　やりました!　黒瀬兄弟全国大会で優勝、準優勝     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　北光小学校4年黒瀬友也君、石山中学校3年黒瀬大地君兄弟が、8月30日東京で開
催された日本民謡協会民謡民舞少年少女全国大会で優勝、準優勝に輝きました。お
めでとう！ 
　出発前にも、市長室にあいさつに来てくれ、友也君は昨年小学1～3年生の部で
優勝し、今年は小学4～6年生の部となり強豪ぞろいのなかで最下位学年だから優
勝は難しいと言っておりましたが、せっかくの優勝旗を1年で返すのは痛ましい、
もう一度砂川に持って帰っておいでと言ったら、その通りになりました。お母さん
いわく、その時の言葉が励みになったそうです。
　一方、大地君。声変わりをして長年苦労してきました。男の子は声変わりできれ
いな高音が出なくなると挫折してやめてしまう子が多いと聞いていました。20歳
くらいまで我慢して続けると素晴らしい民謡を歌えるようになると言われていま
す。よく今まで我慢して続けました。やっと結果が出ました。今年、大地君は中学
生最後の年で、来年からは一般の部となります。二人とも日本で最高の民謡歌手に
なっていただきたい。
　お二人が歌ったのは、民謡のなかでも一番難しいと言われる「江差追分」でし
た。
　

優勝旗と賞状も持ってきてくれました



お二人ともおめでとうございます

    　9月6日　第39回道民芸術祭・第47回空知管内郷土芸術祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　空知管内24市町の各文化団体の舞台および文芸愛好家の交流と親睦を目的に、
毎年、岩見沢市、滝川市、深川市、美唄市、三笠市、砂川市の6市で持ち回り開催
をしており、今年は地域交流センターゆうで開催のため稲村道議とともにあいさつ
のため出席しました。 
　実行委員長となりました砂川市文化協会の北谷会長はじめ会員の皆様のご努力に
感謝申し上げます。
　今年は、公民館の耐震化工事のため会場が4か所に分散して開催となり、ご不便
をおかけしました。
　



開会にあたりあいさつをしました

来場者をお茶で歓迎



    　9月5日　空知六市書道展に出席して     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川市、滝川市、赤平市、歌志内市、芦別市、深川市で毎年持ち回りで開催され
ており、今年は砂川市での開催ということで出席しました。 
　いつ見ても書道の出来る人はうらやましいと、字が下手なわたしは思うわけで、
長年の修練のなせる技です。以前、市民から市長の色紙が欲しいと要望され、１週
間特訓をしました。色紙の字は一字だけですので何とか様になっても名前を書くと
実力がばれる悲しさ。
　高村清苑様はじめ連盟の皆様ご苦労様です。高齢化が進み、会員の減少で開催す
るのもだんだん困難になっているとのことでした。書道は中学校、高校での授業も
選択制になっており、若い人で書道を続ける人が少なくなっているのも原因。連絡
もラインなどのアプリで済ませる時代となり、ニュースや本もスマホです。日本の
活字文化の危機と言われていますが、このわたしでさえ速くて便利なスマホの比重
が年々高まり、もう後戻りできません。どこにいてもカメラで撮った写真をスマホ
に転送しスマホから広報担当者のパソコンに活字とともに転送できる時代です。も
のを書くという事が少なくなっており、便利の代償に日本古来の文化が薄れていっ
ています。
　

会場の様子



左から2番目　高村清苑さんの作品

左から2番目　浜岡華水さんの作品



会員の皆さんと短歌の辰川さん

    　9月5日　吉野地区収穫祭     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 
　毎年恒例の吉野地区の収穫祭が吉野会館で開催され、懇談をしてきました。13
時からでしたが次の日程である16時の書道展まで時間がありましたので、いつも
より長くお邪魔してしまいました。
　いつも元気な関尾さん、昭和30年代に富良野麓郷から砂川に来た熊崎さん、
パークホテルまで送ってくれた河合さんお世話になりました。
　



楽しい時間を過ごさせていただきました

 

    　9月2日　日本道路協会道路功労表彰伝達式     
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　砂川商店会連合会（瓜会長）が、国道12号での植栽および道路清掃活動を平成
13年から15年間にわたり活動したことから、日本道路協会から表彰を受けまし
た。表彰者として札幌開発建設部の石田部長はじめ滝川道路事務所の木下所長等9
名の方が出席されました。　商店会連合会の瓜会長、広庭副会長、中村事務局長、
長年にわたりご苦労様です。表彰後に皆さんと市長室で苦労話などの懇談をしまし
た。
　　 

伝達の様子



砂川商店会連合会の方と関係者で記念撮影

懇談の様子


