回しりうち味

知内の旬の味覚が大集合！
カキニラまつりに４８００人

知内の冬の一大イベント「第

員会主催）が２月

日、スポーツセンターと中

な合戦冬の陣 カキＶＳニラまつり」（同実行委

22

分早めて午前９時

分に販売

15

より開場時間が早まり、午前

時

時

分の開場と

ともに、来場者は目当てのブースに並んで

50

串焼きなどが販売されました。

イカハンバーガー、まぐろもつ煮込み、今別牛

も友好町である青森県今別町から出店があり、

で談笑しながら味わっていました。また、今年

から次々と料理や商品を購入。テーブルを囲ん

10

９

ぴったりのあったかメニューが登場。悪天候に

は、カキとニラをふんだんに使った寒い季節に

スポーツセンター会場の創作料理コーナーで

売されました。

付きカキ約２万４千個、ニラ約２万５千束が販

買いする人で会場は賑わいました。この日は殻

品を買い求め、両手に買い物袋を持った人や箱

が開始されると、待ちかねた人たちが次々と商

した。予定より

あって、中央公民館会場には大勢の列ができま

新鮮なカキとニラが市価より安く手に入ると

央公民館の２会場で盛大に開催されました。

16

15

2

Shiriuchi Public Relations 2020-3

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

アトラクションでは、北海道の市町村ご当地

」
ソ ン グ で 注 目 を 集 め る「 HAMBURGER BOYS
が来場し、知内町応援ソングを初披露しました。

アンコールも沸き起こり、会場を大いに盛り上

げました。

他には、知内小・中・高校吹奏楽部と吹奏楽

広報しりうち 令和２年 3 月号

団による合同演奏やチョコ・アメのつかみ取り。

3

たんのう

特にカキは本当に美味しかったです！また来たいと思っています！

また、会場内にはマスコットキャラクターの

から前乗りして来ました。特産品など美味しいものばかりでしたが、

ニララちゃんやかき太郎も登場し、記念撮影を

知内町のホームページ等で開催を知り、行ってみたいと思い、室蘭

する姿も見られました。

ご家族で参加（山下さん／室蘭市）

町内外から延べ約４８００人が来場し、知内

来場者へ突撃インタビュー

の旬の味覚を存分に堪能していました。

①格安で販売されたニラやカキを買い求める来場者（中央公民館会場）②中央
公民館会場の行列③行列が途切れなかった焼きガキコーナー④スポーツセン
ター会場では様々な創作料理を販売⑤開会セレモニー⑥北島三郎氏の名曲を披
露した吹奏楽演奏⑦友好町の今別町の大川平荒馬⑧知内町を題材に新曲を披露
した HAMBURGER BOYS

ま ちの話題

news&topics

沢山の青春におわかれを

しりうちの四季の魅力再発見

知内町の四季の中で見つけた魅力的な風景・情

言葉が贈られ、３年生部員からは、これまで

が決まりました。

賞（１点）
・優秀賞（６点）など計 作品の入賞

研修の様子

対する思いが込められた、
「漢字一字」が記

また、同校野球部の𠮷川監督より、個々に

開されますので、ぜひご覧ください。

は、町内での作品展や知内町ホームページでも公

見事なタイミングで切り取られた作品の数々

一人に贈ら

された色紙とメッセージが３年生部員一人

10

4
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英語授業に活かす先生方への授業

知内高校野球部後援会主催による、知内高

景を写真に切り取り、光や風などを感じさせる写

Ｅｎｇｌｉ ｓ ｈ Ｓ ａ ｌ ｏ ｎ
学習指導要領の見直しにより、来年度から知内小学

校野球部３年生を送る会が、大勢の関係者が

真を募集した
「第７回しりうちフォトコンテスト」

しりうちフォトコンテスト
応募作品審査会

校の英語教育が大きく変わることを受け、本間崇英語

出席するなか、２月８日、中央公民館で開催

（知内観光協会主催）の応募作品審査会が２月６

知内高校野球部
３年生を送る会

巡回指導員（知内小学校教諭）によるスキルアップを
されました。

日、中央公民館で行われました。

応募総数 作品で、 名の審査員により、特別

教員対象の講演会を開催。参加した先生方のアンケー

お世話になった方々へのお礼の言葉と今後の

また、上位３点は町内の小・中・高の児童、生

名へ向け、出席者から次々と温かい激励の

この春、同校を卒業する野球部３年生部員

」
（知内町英語教育推進協
図 る 研 修 会「 EnglishSalon
議会主催）が１月 日、
知内小学校で開催されました。
月に、
教育大学札幌校の万谷隆一教授を招き、

トをもとに、英語指導時の不安や疑問を解消しようと

抱負について一人一人が力強く語り、最後は

昨年

知内町英語教育推進協議会事務局が企画したもので、

徒による投票でグランプリ１点と準グランプリ２

題から自身の英語力を理解する演習問題やアンケート
調査で最も多かった
「複式学級における指導について」
をテーマとしたグループ協議などを行いました。

授業を行う本間教諭（右）
ALT のキーヴァンさん（左）

本間教諭は「先生方には、今の英語力を把握し、指
導に生かしてほしい」と話しました。

れ、 感 動 の
会となりま
した。
彼らの今
後のより一
層の活躍が
期待されま

審査会の様子

す。

審査の様子

熱い思い
を胸に夢に
向かって頑
張れ！！

𠮷川監督から３年生へ思いが込められた
漢字一字の色紙を掲げる３年生一同

参加した

全員で知内高校の校歌を斉唱し感謝の思いを

16

名の先生方は、全国学力・学習状況調査問

74

点が決まります。

13

17

伝えました。

11
20

ま ちの話題

news&topics

息のあった演奏を披露

回チャリティーホワイトコンサート」

ホワイトコ ン サ ー ト
知内吹奏楽団主催の「第
が２月２日、中央公民館で行われました。
人が出演しました。

コンサートには、同楽団員のほか、知内小ブラスバンド部員や知
内中・知内高吹奏楽部員など総勢

令和元年度 渡島・桧山消防職員意
見発表大会が、２月６日、函館市で開
催され、道西管内各署から代表に選ば
れた９人が、日々の業務を通して感じ
た考えを発表し、渡島西部広域事務組
合消防本部・知内消防署の城地 和宏
さんが最優秀賞を受賞しました。
平成６年度から今年で 回目となる
同大会で、渡島西部広域事務組合消防
本部の出場者が最優秀賞を受賞するの
は実に 年ぶりの快挙（知内消防署と
しては初）で、４月に札幌市で開催さ
れる全道大会へ出場します。
発表は、ベテランの退職による署員
の若年化に伴う経験不足をフォローす
るため、署員一人一人の「心の育成」
をテーマとし、
「目配り・気配り・心
配り」の３点を習慣化させ、小さな変
令和元年度の北海道産業貢献賞の受

化に気が付き、自身の考えで最善の行
動ができる人材育成が重要であること
を述べました。
城地さんは、今回の受賞は日々の業
務を支えていただいている町民の皆様
や職場の先輩・後輩のおかげであり、
今回のテーマである「心の育成」を有
言実行し、消防の活動を通じて恩返し
をしていきたいと述べました。

となりました。

伊藤さんは、今回の受賞は生産者の

るとともに、委員会活動を通じて「担

ご理解、ご指導のおかげと感謝を述べ
この賞は、多年にわたり農業の発展

業委員会の会長として農業振興のため
に尽力され、農地保有合理化事業の推
進により、担い手への農地集積に大き
く 貢 献 を し た ほ か、渡 島 管 内 で 先 駆

けとなる研修施設の整備を行うなど、

一番印象深いと振り返りました。

手センター」の設置に携われたことが

い手育成」と「しりうち地域産業担い
の個人・団体に贈呈されました。

や団体に贈られるもので、今年度は

に貢献され、その功績が特に顕著な方

た。

賞者がこのほど発表され、伊藤 政博

城地和宏さんが最優秀賞を受賞

皆様をはじめ、町民の皆様のご支援と

伊藤政博さんが道産業貢献賞を受賞

さんが農業関係功労者賞を受賞しまし

受賞した城地さん（左）

第１部は、知内中・知内高吹奏楽部と同楽団の合同演奏。「新祝
典行進曲」でスタートし、軽快な音楽で聴衆を魅了しました。
続く第２部では、知内小ブラスバンド部と知内吹奏楽団それぞれ
の単独ステージ。
知内小ブラスバンド部はドラマで人気となった「マ
ル・マル・モリ・モリ！」などを披露し、観客の前に出てダンスを
披露しました。また知小ブラスバンド部の演奏後アンコールが沸き
」が演奏されました。知内吹奏楽団は昨年実写化さ
起こり、
「 U.S.A

れた映画アラジンより「ホー

ルニューワールド」などを
しっとりと奏でました。
最後の第３部は、出演者全
員での合同演奏。
「東京スカパ

26

伊藤さんは、平成 年７月から平成

33

ラダイスオーケストラ」など
を披露したほか、
「ファミリー

19

年７月まで 年間にわたり知内町農

14

アニメコレクション」では小
学生がじゃんけんをして会場
をさらに盛り上げ、来場者か
らは盛大な拍手が送られまし
た。
会場の入り口には募金箱が
設置され、集まった募金は町
社会福祉協議会や町中央公民

渡島桧山消防職員意見発表大会

数々の功績が認められ、この度の受賞

広報しりうち 令和２年 3 月号

5

野戸署長（右）と最優秀賞を

北海道産業貢献賞を受賞した

伊藤さん

15

74
出演者全員で息の合った演奏を披露しました

館図書室に寄附されます。

農業振興のために尽力

29

30

