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特集！ 交通安全を支える団体 

 

交通安全といえば、警察の仕事と思っていませんか？実は町内には皆さんの交通安全の意

識を高め、事故を無くすために活動する団体がいくつもあります。これら団体の活動によっ

て、私たちの日々の暮らしが守られているのですね。５つの団体を紹介します。 

倶知安町交通安全協会倶知安町交通安全協会倶知安町交通安全協会倶知安町交通安全協会    

【どんな活動をしているの？】 
・交通安全旗等の購入、各町内会へ

配布（安全協会と共同） 

・交通安全教室の実施 

・交通安全冊子（小中学生向け）や

交通安全だよりの配布 

・セーフティコールの日「旗の波作
戦」の実施（安全協会と共同開催） 

倶知安町交通安全推進委員会倶知安町交通安全推進委員会倶知安町交通安全推進委員会倶知安町交通安全推進委員会    

倶知安町交通安全指導員部会倶知安町交通安全指導員部会倶知安町交通安全指導員部会倶知安町交通安全指導員部会    

倶知安町交通安全母倶知安町交通安全母倶知安町交通安全母倶知安町交通安全母のののの会会会会    

倶知安女性倶知安女性倶知安女性倶知安女性ドライバードライバードライバードライバー同好会同好会同好会同好会    

【会長 岩原 辰男さんのコメント】 
私たち 22 名の部員は、登校する子ども達

や歩行者の方から「おはようございます」「ご
くろうさま」という元気なあいさつと笑顔に
力をもらい、「気をつけてね！」と言葉を交
わしながら交通事故防止を願い、交差点で立
っています。これからも熱い思いを持って地
道に活動を続けていきます。 

【どんな活動をしているの？】 

・交通安全表彰の実施 

・シートベルト、チャイルドシート

及びデイ・ライト調査（推進委員

会と共同実施） 

・交通安全啓発看板の設置 

・夜光反射材「じゃが太くん」販売 

【どんな活動をしているの？】 

・早朝街頭啓発 

・パトライト作戦の実施 

・じゃが祭り等の交通整理協力 

・「反射材貼ります５万人キャンペー

ン」への協力 

・高齢者宅訪問指導 

【どんな活動をしているの？】 

・無事故の日や秋のじゃがいも配布

等の交通安全街頭啓発の実施 

・新入学児童へ交通安全啓発記念品

の贈呈 

・北海道交通安全母の会研修会参加 

・ 

【どんな活動をしているの？】 

・会主催の交通安全街頭啓発の実施

（じゃがいも等の配布） 

・新入学児童への交通安全啓発グッ

ズ配布 

・各種交通安全研修に参加 

【会長 菅 清次さんのコメント】 
 皆さまには、日ごろ交通安全活動にご尽
力、ご協力をいただき感謝申し上げます。 
 例年にない大雪でしたが、一気に融雪が進
み桜花の時節となり、遠くへ出掛ける機会が
多くなると存じます。一人ひとりが交通安全
意識を自覚され、ゆとりのある安全運転に努
めましょう。 

【副会長 佐藤 裕さんのコメント】 
倶知安町と交通安全に関係の深い団体や

町内地域の代表者による交通安全に関する
町民運動を展開し、事故のない町を作ること
を目的として活動しています。 
 ５月２８日から６月６日は春の行楽期の
交通安全運動期間です。 

～めざせ 安全で安心な北海道～ 

【会長 小野 幸子さんのコメント】 
昭和 39 年に柴田淳子さんが設立し、交通

遺児のチャリティダンスパーティを始め、現
在は新一年生への交通安全グッズを配るな
ど、会員の親睦を深めながら活動していま
す。 
 年齢問わず運転免許をお持ちの方は入会
できるので、事務局までご連絡下さい。 

【会長 清水 礼子さんのコメント】 
「交通安全は家庭から」を合言葉に、母親

を中心に毎日の生活の中で交通ルールを習
慣づけていけるよう活動しています。 
 毎年６月 25 日は「無事故の日」で、今年
は倶知安赤十字奉仕団会員の方々とタイア
ップし、スーパーの前で街頭啓発を行い、交
通安全の意識を高めていきます。 

（事務局 北原） 

℡ 22-1299 

うらうらうらうら面面面面もももも見見見見てねてねてねてね♪♪♪♪        

（事務局長 佐藤） 

役場生活安全係内 

℡ 56-8005 

（事務局） 

役場生活安全係 

℡ 56-8005 

（事務局） 

役場生活安全係 

℡ 56-8005 

新入生への記念品贈呈 

新入生への記念品贈呈 

早朝街頭啓発 

旗の波作戦（商工会議所前） 

（連絡先） 

役場生活安全係 

℡ 56-8005 

雪ダルマ交通安全オブジェ設置(H24.1.21) 



  

 

 

 

 

～ 開催はとっても盛況でした！ ～ 

 

 

  

 

 

 

 

まちづくり倶楽部の「ミニコミ」も、第７号まで出すことができました。ボラ
ンティア・サークル・団体のことをよく知ろうと紹介をし、いずれ交流の活性化
ができれば、という思いです。これから掲載して欲しいことなど、ご一報下さい。 
 さて、わが町も「まちづくり条例」（自治基本条例）を制定するとのことです。
住民の参加・参画を促し、協働する仕組み作りのためのルールとなる条例です。
これから、まちづくり倶楽部でも自主的な学習会を企画するなど研究していきま
す。そのときは、皆さんの積極的なご参加をお願いします。 

    まちづくり倶楽部交流グループ 山崎隆史 
 

 

10:1710:1710:1710:17 発発発発 「「「「ホテルホテルホテルホテルようていようていようていようてい」」」」までまでまでまで行行行行っっっってきまてきまてきまてきま～～～～すすすす！！！！    

【【【【南北南北南北南北ルートルートルートルート（（（（３３３３便便便便））））ノースパークタウンノースパークタウンノースパークタウンノースパークタウン→→→→ホテルホテルホテルホテルようていようていようていようてい】】】】    

バスが５分遅れで到着…昨日の季節はずれの大雪で道路状況が悪いた

め、遅れたのかなぁ。でも、今日はたくさんの人が乗降したらしい（利用

する人が増えている！） 

 おばさん一人と親子連れが乗っていた。 

久しぶりにワクワクしながら、わんぱく広場から乗る 

サッチーを待っている。 

10:3210:3210:3210:32 着着着着 

 早速サッチーが受付で無料休憩所とレストラン営業しているかどうか聞

いてくれた（頼りにしています！） 

 休憩所もレストランも「ＯＫ！」とのこと。 

 部屋に入ると、すぐにおばさん達３人が入ってきた。じゃがりん号の話

で親しくなる。 

 お風呂に入る前に、今後のスケジュールを練る。時刻表を片手に今まで

通っていない所を調べ、あれこれ夢中になり、２人の夢は膨らむ、脳トレ！

脳トレ！ 

11:3011:3011:3011:30～～～～    おおおお風呂風呂風呂風呂♨    

 ♪いい湯だな ハハン♪ ♪いい湯だな ハハン♪ 

お互いの背中を流し、長湯のできない２人は“カラスの行水” 

12:0012:0012:0012:00～～～～    レストランレストランレストランレストランでででで昼食昼食昼食昼食    

 タッキーはサッチ－にビールを飲んで良いか聞いちゃった(^o^) 

 昼食をとりながら青春時代の話や年金の話・・・。いつも会っているの

に話しは尽きない。 

 少しの間、現実を忘れる。こんな時間があってもいいよねー(〃＾▽＾〃) 

 昼食後、部屋に戻るとおばさんが２人増えていた。 

13:5013:5013:5013:50 発発発発    帰帰帰帰りますりますりますります！！！！    

【【【【南北南北南北南北ルートルートルートルート（（（（６６６６便便便便））））ホテルホテルホテルホテルようていようていようていようてい→→→→ＪＲＪＲＪＲＪＲ倶知安駅倶知安駅倶知安駅倶知安駅】】】】    

サッチーとタッキーは南北ルートで。おばさん達は東西ルートで。 

13:5413:5413:5413:54 着着着着        

駅までなので、運動がてら自宅まで歩くことに 

 普段、旅行に縁のない２人がささやかな幸せ

を感じたのもじゃがりん号のおかげです。 

 今度どこにする？？ 

〝３月 27 日、今日は前から計画していた“温泉”に入ってきま～す〟 

“サッチー”と“タッキー”のじゃがりん号珍道中 
その２ 

倶知安倶知安倶知安倶知安まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部にににに    

やってほしいやってほしいやってほしいやってほしい、、、、考考考考えてほしいことえてほしいことえてほしいことえてほしいこと、、、、活動活動活動活動してほしいことなどをしてほしいことなどをしてほしいことなどをしてほしいことなどを募集募集募集募集！！！！    

参加者参加者参加者参加者もももも募集募集募集募集していますしていますしていますしています！！！！    

《《《《おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ》》》》    

        事務局事務局事務局事務局（（（（役場企画振興課役場企画振興課役場企画振興課役場企画振興課））））    電話番号電話番号電話番号電話番号（（（（直通直通直通直通））））56565656----8001800180018001    

オープンガーデンオープンガーデンオープンガーデンオープンガーデン情報情報情報情報    

●大友武志さん宅（字岩尾別） 

 羊蹄山と草花を見ながら、のんびりできる 
 素敵なお庭です。 
 
 
 見ごろ ６月～９月 
 午後１時半～５時 
 ℡23-3921 
 
 

マックス 
バリュ 

【５号線】 

ココ 

至 ニセコ 

※駐車スペースがないため、路線バスをご利用下さい。 

じゃがりん号“南北ルート”「ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ･ﾎｰﾏｯｸ」で下車、徒歩 10 分 

道南バス“樺山小学校行き”「岩尾別会館」で下車、徒歩５分 

まだ春とは遠く感じる雪が舞う３月 20 日（火・祝）、参加者約 40 名によ

る料理を通じた国際交流イベントを公民館調理室で開催しました。 

企画したのは、私たち「まちづり倶楽部“交流グループ”」。ミニコミ誌と

いう一方通行での情報発信だけでなく、「まちの人とたくさん交流しよう」と

いうことで企画しました。 

町内在住のルーマニア人萩原ラモナさんとジャマイカ人ダニエル・トマス

さんに協力いただき、出身国の家庭料理を実演。 
 
萩原さんは、ロールキャベツの中に米を入れ 

た「サルマレ」、リンゴをふんだんに入れたアッ 

プルケーキを披露。 
 

ダニエルさんは、チキンをソースに付け込ん 

でから焼き上げた「ジャークチキン」とパンプ 

キンスープを披露。 
 

その後、参加者が力を合わせて実際に調理し、お二人がそれぞれの調理台

で、料理がおいしくなるコツをアドバイスするなど、和気あいあいと交流す

ることができました。 

 

 

 

 

 

できあがった料理を前にみんなで試食、 

おいしい料理が会話に花を添え、参加者同 

士の交流がとても深まったようです。 

今回参加したのは、幼稚園のお子さんか 

ら年配の方まで、そして外国人も協力者の 

ほかに４名も参加いただき、まさに国際色 

豊かな交流イベントとなりました。 

最後は記念にみんなで集合写真。 

早くも次回の開催を望む声もいただきました。 

参加者参加者参加者参加者にこんなことをにこんなことをにこんなことをにこんなことを伺伺伺伺いましたいましたいましたいました    

【掲載してほしい内容（自由回答）】 
・ イベントの情報 
・ 親子で参加できるイベント。 
・ 気軽に参加できそうなサークルの紹介。 

くっちゃんの不思議なこと特集など。 
・ さまざまなサークルや集いなどの紹介 
・ 習い事や個人的にやっている教室の情報。

新しいお店の情報 

本日本日本日本日ののののイベントイベントイベントイベントでででで交流交流交流交流がががが深深深深まったかまったかまったかまったか

深まった
58%

あまり深ま
らなかった
0%

とても深
まった
42%

とても深
まった

深まった

あまり深ま
らなかった

次回次回次回次回のののの参加参加参加参加

参加する
89%

参加しない
0%

わからない
11%

参加する

参加しない

わからない

【イベントの感想】 
 ・ 倶知安だからこそ、本日のイベントができるでしょう。これからもたく

さんしたいです。 
 ・ たまねぎが目にしみてたいへんだったけど、でも楽しかったです。 
 ・ 楽しかったです。食べたことのない味、におい(香り?)に感動しました。 
 ・ 少し時間がオーバーしたのが残念だった。オーブンが足りていない。で

も全ておいしく、交流もできてよかった。 
 ・ 国際色豊かでとても楽しかったです。 
 ・ とても美味しく、とても楽しかったです。思いきって申し込んで良かっ

たです。 
 ・ 日本食とはちがう味を楽しむことができました。町内には多くの海外の

方がいるので、この様な企画は楽しかったです。 

●後志森づくりセンター（南４条西１丁目） 

 建物の壁に、色鮮やかな花をハンギングし
ます。とてもきれいなので、ぜひご覧下さい。 
国道５号線沿いです。 
 
 見ごろ  

６月下旬～10 月 

農高生が育てた花苗を
森づくりセンターでハ
ンギングします。 
 6月 19日(火)16時～ 
【問い合わせ】 
NPO 法人 WAO 

   ℡ 22-6100 

【左がダニエルさん、右が萩原さん】 

至 ひらふスキー場 

 ミニコミミニコミミニコミミニコミ誌誌誌誌をををを読読読読んだことがあるかんだことがあるかんだことがあるかんだことがあるか

ある
63%

ない
37%

ある

ない


