大雪の中、出初式

消防出初式が行
1 月 8 日、平成 31 年妹背牛
は、整列した消防
われました。消防庁舎前で
頭の言葉を述べ観
職団員を前に田中町長が年
降りしきる雪のな
閲を行いました。続いて、
所前の道道を一糸
か、北いぶき農協妹背牛支
列行進。
乱れず堂々とした動きで分
式が 行わ れ、
その 後、 消防 庁舎 2 階で 表彰
どが表彰されまし
永年勤続団員・優良団員な
た。

レッツ パッククッキング
1 月 17 日、 生き がい 講座 の料 理グ ルー
プ
の活 動が 行わ れま した。今 回作 った
のは カ
レー うど んや ツナ オム レツ など 全 5
品。 昨
年妹 背牛 町で もブ ラッ クア ウト の被
害が
あった平成 30 年北海道胆振東部地震
にちな
み、 電気 やガ スを 使え ない 状況 でも
でき る
パッ クク ッキ ング とい うポ リ袋 を使
った 調
理方 法を 用い て作 られ まし た。 参加
者の 皆
さん は「 ガス を使 わな くて もこ んな
にし っ
かりできるんだね」と驚きながら料理
を行っ
ていました。

新年恒例、大抽選会。
ントカード会主催
妹背牛商工会サービスポイ
が、初売りの 1 月
の「現金つかみ取り大抽選会」
されました。これは、
2 日に妹背牛商工会館で開催
が貯まるモスピー
町内で買い物をするとポイント
券と 1 回のガラポン
カード満点で、500 円の商品
千円札のつかみ取
抽選ができるもの。特賞には、
朝から買い物帰りの町民が次々
り5 本が用意され、
のつかみ取り」を
と訪れました。特賞の「千円札
取りや、卵があた
始めその他にも、硬貨のつかみ
、新春のスタート
るサイコロゲームなどが行われ
を賑やかに飾りました。
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カーリング世界の舞台へ

勾玉作りに挑戦

員会主催の子ども
1 月 16 日、町公民館で教育委
８名 が「 勾玉 づく り」
朝活 事業 が行 われ、小 学生
がたま）は、古代の日
に挑戦しました。勾玉（ま
祭事 に用 いら れた も
本に おけ る装 身具 の一 つで
すりで磨きあげるため、
の。小さな石を５種類のや
ち上がったり体全体を
児童たちは力が入るよう立
磨き上げてゆきます。
動かしながら真剣な表情で
に満ちたピカピカの
やがて、一人ひとりの個性
ちは丹精こめて手作り
勾玉が出来上がり、児童た
様子でした。
したアクセサリにご満悦の

1 月に フィ ンラ ンド で開 催の 世界
ジュ ニア Ｂ
カーリング選手権 2019 に、本町
出身の清水野梨
希さ ん（19） が「 チー ムか まだ
」の メン バー と
して出場することになり、12 月
29 日には町カー
リングホールで最終調整に臨みまし
た。
この 大会 には、世 界各 地か ら 25
カ国 が出 場。
1 月 3 日には、中国のチームとの
対戦をかわきり
に、 日頃 鍛え た技 を発 揮し て競
いま した が、 残
念な がら 予選 で敗 退と なっ てし
まい まし た。 清
水野さんは小学校 5 年生からカー
リングを始め、
昨年も同選手権に出場しており、今
回の経験をバ
ネに、さ らに 大舞 台で の活 躍が
期待 され てい ま
す。

最終調整に臨む清水野さん ( 中央

)

真冬の夜空を飾るイルミネーション

１歳になりました
ゆうと

哲

さん

さん

パパとママ

山下

結登 くん
惠理

パ パ が 大 好 き で、 帰 っ て く る

と嬉しそうに迎えに行きます。

山下

の白 樺
この 冬も 1 区 10 町内 の夏 井坂 組前
まちの夜
の大木にイルミネーションが灯り、
は平 成 18 年
空を 美し く飾 って いま す。 これ
事業とし
に商工会青年部と農協青年部の合同
る「イル
て始められ、現在は町内の有志によ
の。同会
ミ会」が継続運営引き継いでいるも
夏井坂聡
ん、
の呼びかけ人である髙橋浩一さ
4000 球の LED
さんらが、高所作業車で新たに
、厳寒の
われ
を取り付けました。深い雪に覆
灯り を見
この 時期 です が、「白 樺大 木の あの
ている町
ると心が暖まる」と毎年心待ちにし
民も多いようです。

平成 30 年 1 月 17 日生まれ

ドローンによる上空からの映像
夏井坂聡さん提供
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