ミックスカーリング大会開催

018ミッ クス カー
男女 混合 チー ムで 戦う「2
カーリング協会主
リング妹背牛大会」（妹背牛
リン グホ ール で開
催） が１ 月７ ～８ 日町 カー
てい る大 会で、道
催さ れま した。例 年開 かれ
参加があり、28チー
内はもちろん、道外からの
。７ ブロ ック によ
ムが 熱戦 を繰 り広 げま した
メン トで 勝敗 を競
る予 選リ ーグ・決 勝ト ーナ
いました。
催さ れ、 チー ム
７日 夜に はレ セプ ショ ンも
和や かに カー リン
の紹 介や ＰＲ など 参加 者は
した。
グ談義に花を咲かせていま
」（札幌）
「お久しぶりです秋山です
大会は、
の優勝で幕を閉じました。

かぼちゃを食べて元気に
町民 生児 童委 員協 議会（只 石佳
一会 長） 委
員が、冬 至を 目前 に控 えた12月
21日、生 活支
援ハウス「すまい・ル」を訪れ、
「かぼちゃぜ
んざ い」 を振 舞い まし た。 只石
会長 は「 今日
は美 味し い南 瓜を 食べ て英 気を
養い、ゲ ーム

で楽 しい 時間 を過 ごし まし ょう
」と 挨拶。入
居者 たち と共 に、 白玉 と南 瓜の
入っ たぜ んざ
いを味わいました。「甘さも丁度
いい。美味し
い」 と入 居者 から は大 好評。腕
を振 るっ た委
員さ んも 満足 げな 様子 です。そ
の後 はゲ ーム
で大 いに 盛り 上が り、 笑顔 が溢
れる 楽し い一
日となりました。

マジックで楽しいひと時
12月23日、デ イ
クリ スマ スを 目前 に控 えた
いる 小林 一晃 さん
サー ビス では 恒例 とな って
まし た。 クリ スマ
のマ ジッ クシ ョー が行 われ
はクリスマスツリー
スが近いこともあり、館内
飾ら れ、 華や かな
や可 愛い ぬい ぐる みな どが
わ目 立つ 衣装 で登
雰囲 気。 そん な中、ひ とき
軽快 なお しゃ べり
場し た小 林さ ん。 まず は、
す。その後はスカー
でお年寄りの笑いを誘いま
きた り、 白黒 の絵
フの 中か ら綺 麗な 花が 出て
イン が消 えた りと
本が カラ ーに なっ たり、コ
した。
多彩なマジックを披露しま
愉快なマジック
ち ょ っ と 失 敗 あ り！？ の
ショーで会
場は大爆
笑。一足早
い楽しいク
リスマスプ
レゼントと
なりました。
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大抽選会で運試し

木札飛ばしお正月
愛好者が集う、「妹
１月４日、北空知のかるた
会長）主催の「新春
背牛かるた同好会」（南義博
いぶきの旧営農相談
かるた交流会」が、ＪＡ北
牛神社で開催されて
室で開催されました。妹背
継ぎ、今年で７回目
いた奉納かるた大会を引き
に開催され、愛好者
を迎えます。毎年この時期
12名が参加。
お友達に誘
わ れ て、 遠
くは猿払村
から参加し
ている愛好
者 の 方 も。
「中
・
「突き」
「守り」
・
堅」
４チームに分かれて
と三人が１チームとなり、
した。読み手の声に
トーナメント戦が行われま
ばすと、畳を叩く音
集中して、素早く木札を飛
きます。熱戦を繰り
と共に力強い声が室内に響
した雰囲気の中、新
広げながらも、和気藹々と
。
春行事を楽しんでいました

妹背牛駐在所からのお知らせ
暴風雪対策は大丈夫ですか？
◎冬場はこまめに車の燃料補給や携
帯電話の
充電を
◎遠出の際は、車内にカイロ、毛布
、防寒着、
スコップ等の積載を
◎暴風雪時は不要不急の外出はしな

い

◎途中で暴風雪に巻き込まれたら、
コンビニ、
道の駅等へ避難を
◎豪 雪で 立ち 往生 の際 は、 エン
ジン を切 り、
体を濡らさず救出を待つ
◎暴風雪は長期停電を招く場合も。
ご家庭で
も懐中電灯、ポータブルストーブ、
ガス調
理可能な食品や非常食があると安心
です。
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新春 恒例 の現 金つ かみ 取り 大抽 選会（主
催：妹背牛商工会・妹背牛サービスポイント
カード会）が１月２日商工会館で行われ、朝
早くから大勢の人たちが詰めかけました。モ
スピ ーの 満点 カー ド１ 枚で500円 の商 品券 と
１回の抽選ができ、特賞は千円札のつかみ取
り。引き当てたのは、町内に住む岡田綾さん
。
制限時間は20秒で、22枚のつかみ取りに成功。
「初 めて 当た った ので、う れし い」 と笑 顔
を見せていました。ほかにも５円50円100円
、
硬貨ミックスつかみ取り、卵が進呈されるサ
イコロゲームなど会場は盛り上がりを見せて
いました。

メリークリスマス！
開かれ
12月25日、保育所でクリスマス会が
は二人の
ました。鈴の音と共にやって来たの
ると、大
サンタ。園児たちはその姿を見つけ
良く元気
はしゃぎで取り囲みます。毎日、仲
ゼントが
に遊ぶ子どもたちにサンタからプレ
がら「あ
手渡されると、目をキラキラさせな
。
りがとう」と元気に受け取りました
てくれ
また、子どもたちからも保育所へ来
たサンタへ歌のプレゼント。
もとっ
元気いっぱいの歌声に二人のサンタ
ンタさん、
ても嬉しそう。お別れの際には「サ
の再会を
ありがとう！また来てね」と１年後
約束しました。

