
東京くっちゃん会 

第６回総会のご案内 

ふるさとを思い、元気に交流を！    

東京くっちゃん会」は設立６年目を迎える総

会を上記のように開催いたします。ふるさとを

応援するあなた様のご参加をお待ちしていま

す。10 月 20 日までにご返信をお願いいたし

ます。総会では町への希望など大いに語り合

おうではありませんか。当日は倶知安町から２

年目になる西江栄二町長を始め、町議会議員 

の皆様が多数参加される予定です。 

また９月 29から 10月 2日まで開催される北海道ふるさと連

合会主催の「北海道 産直フェア」のご案内を同封いたしまし

たのでお出かけください。 

 

 

  ９月２９日(木)～１０月２日(日)  

2016 北海道産直フェア in 代々木公園 

東京くっちゃん会ニュース春号お送りした時に、倶知安町か
ら、ふるさとへの寄付の受付と、それに対する｢お礼の品｣の提
供を、昨年１２月より開始したとの案内を送付致しました。 
そこで、東京くっちゃん会としても、ふるさと発展のために

ささやかではありますが、協力していくこととしましたので、
多くの会員の皆様方に、出来る範囲のご寄付をして頂き、ふる
さとで獲れた農産物を召し上がって頂きたいと思います。是非
ご協力の程お願い致します。 
なお、詳細につきましては、倶知安町のホームページの中の

｢ふるさと納税｣をクリックしてご覧ください。ふるさと納税に
関する税金の相談をご希望されます方は、当方(会長の横濱英紀)
までにご連絡下さい。 
 ふるさと納税に関する税金について親切丁寧にお答え致しま
す。       （東京くっちゃん会 会長 横濱英紀） 

日時：2016 年 11 月 19 日（土）12 時 30 分～

15 時 30 分（受付 12 時 00 分～） 

場所：BEER STATION 恵比寿 

（ヱビスガーデンプレイス内 JR 恵比寿駅東口から

徒歩 8 分、地下鉄日比谷線恵比寿駅 

1 番出口 地図参照） 

参加費：6,000 円（会費込 7,000 円） 

 

JR えびす駅から

の道順は同封の別

紙を参考にして下

さい。 

【活用対象事業】 

１．北海道新幹線倶知安駅及び駅周辺
整備に関する事業 
２．環境・景観保全に関する事業 
３．国際観光リゾート地創出に関する
事業【主な事業内容＝ 観光コミュニ
ティビジネスによる地産地消、食育・
食文化づくりの推進や外国籍の人々
の滞在・生活を支援する体制の確立】   
４．「スキーの町」振興に関する事業 
５．安心して暮らせる福祉環境づくり
に関する事業 
６．子育て支援体制の充実に関する事
業 
７．子どもの教育の充実に関する事業 
８．上記以外の寄付者が指定する事業 
 •除排雪事業のため 
•農業振興のため 
•公園の維持・管理のため など 

９．事業の指定がない場合 
町長が使い道を指定します 

  （倶知安町 HP より） 

【返礼品の事例 1 万円の場合…詳細はホームページで】 

◇ ようてい森のバーベキュー＆ウインナーセット 
◇ くっちゃんのお酒と焼酎 720ml×2 本セット 
◇ 倶知安の老舗洋菓子店の銘菓 4点セット 
◇ 豪雪うどん乾めん 20 食タレ付き 
◇ 羊蹄山十割そば 180g（4袋） + そばがきセット（2個） 
◇ 北海道倶知安産ゆめぴりか 5kg 
◇ 朝もぎオーガニックアスパラ 1kg 
◇ 雪の下育ちのくっちゃんポテトスープ    etc. 
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東京くっちゃん会ニュース 2016年秋号 
東京くっちゃん会事務所 : 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目 9番 40号 

銀洋ビル 902 あすか会計事務所内 電話 045-322-1888    http://t-kcn.com/ ，FB  

ふるさと訪問も第４回に…新幹線を初体験 

今年の夏は海水の異常な高温が続き全国で異常気象の被害を受けました。特に北海道の東部は百年に一度

の大洪水に見舞われ農産物の被害は甚大です。多くのふるさとが悲鳴を上げている中、東京くっちゃん会は

北海道新幹線に乗りふるさと訪問をしてきました。 

 

第４回 ふるさと訪問記（8月 5日－8月 8日）            副会長 本間 由美子 

 

8 月 5 日東京駅 8時 20分発はやぶさ 5号で新函館北斗駅に 4 時間 5分で、16 名が到着しました。途

中ゆったりした車内で眠ることを忘れ、ぼうっとした頭でのどかな車窓を眺める自分がいました。北海道に

着いた日は東京と変わらず暑い晴天でした。恵山、五稜郭、大沼公園遊覧船一周巡り、鹿部間歇泉を見て 6

日は北海道でも珍しい二股ラジュウム温泉に宿泊しました。 

7 日は天候に恵まれ晴天で暑かったのですが、町民の皆さんと一緒に触れ合いができた日でした。私たち

東京くっちゃん会から 14 名スカイブルーの法被を身に付け汗の流れるのを忘れ、最後まで踊り、快い汗で

した。お祭りのメインイベントじゃが祭り「千人踊り」参加が何と目標の千人を達成したとのこと、おめで

とうございます。羊蹄山、ニセコ、周りの山々は美しい景色とアップダウンのある道に恵まれ、たくさんの

サイクリストやマラソンの人たちも見ました。冬だけの倶知安だけでなく豊かな自然、四季を通しての人と

のふれあいと、おもてなしで楽しい町であって欲しいものです。（次ページに続く） 

2016 年 8 月 1 日、ニセコ町のミルク工房横の羊
蹄山絶景スポットで。写真はふるさと訪問ツアー
に参加した救仁郷恵美子さん 

http://t-kcn.com/


 

 

 

 

 

 

 

銀洋ビル 902 あすか会計事務所内 電話 045-322-1888 

 

 

 

（前ページから）さらに、ニセコから倶知安市街地へと車に乗りながら目にする風景は夏季に涼を求めての

長期滞在型コンドミニアムが多く見られ、毎年来るたびに変化しているのが目立ち、町民の皆様も英語を話

せることが必要となるようですね。多くの人々がこの町で暮らしたいと思える環境作りを進めてください。 

 今回の旅行地見学など皆さんが喜んでいた事に安堵しました。 

 

▲上 ホテルようていの駐車場でのジンギスカンに舌鼓も

恒例になりました。ありがとうございました。 

▼左下 じゃが祭りでの千人踊り参加も 3 回目。町民にも 

おなじみになりました。 

▼右下 設置されたばかりの太鼓のロクさんの銅像前で。 

ロクさんの思いと技は若い女性や外国人にも受継

がれています。 

 

▲左上 初めての新幹線での北海道ツアー。 

    「みなさん、お揃いですか！」 

▲右上 駒ヶ岳を臨む大沼公園で。「若いこ

ろを思い出すわ―。」 

▼左下 恵山の灯台前で晴れた夏空のもと

で記念撮影。   

▼右下 大沼をすべるように進む遊覧船 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲お台場の夜景を堪能しました 

▼みんなで歌おう懐かしのメロディ 

ふるさとトピック 

倶知安樺山の地価高騰日本一 

ニセコ地区、とりわけヒラフスキー場の地価の上昇は有名になっ

ていますが、少し離れた樺山が前年の 27.3％の伸びで、近隣の林

地とともに全国トップの上昇率になったと報じられました。 

倶知安町の外国人丌動産会社社長は「スキー場周辺にはもう土地

がない。少し離れた場所でも地価の高騰が続きそうだ」と予測を述

べています。（北海道新聞 9 月 21 日から） 

盛り上ってます―若者の音楽活動  

倶知安高校吹奏楽部の演奏会は 1987 年から始まり、9 月
18 日、記念すべき 30 回目を迎えました。第 2 部では OB も
ふくめ 60 人の演奏で 500 人の聴衆を楽しませました。 
（上の写真は鈴木倶知安町議会議長の FB から） 
 ようてい山麓には、青少年のジャズバンドのクラブ（Mtよう
ていジュニアジャズスクール）があり、様々なイベントで演奏
し、腕をみがいています。（写真右上） 

第 1回ぽてとレシピ No.1 コンテスト ぽてこん開催 

倶知安町のじゃがいもは日本一！その魅力を広めるべく、第 1 回ぽてとレ
シピ No.1 コンテスト「ぽてこん」を開催します。審査は 2 ステージあり、
第 1 次書類審査を通過した上位 5 名（5 団体）は、最終審査の実演を 10 月
9 日に行います。特別審査員としてミシュランスターシェフのレストラン
KAMIMURA の上村シェフ、そして世界的押し花アーティストの杉野宣雄先
生がみなさんのレシピを審査！ （倶知安町観光協会HPより）   

ふるさと便です 

江戸風屋形船で 

東京湾クルーズ（９月１２日） 

 

今年も会員相互の懇親と地域社会の皆様との交流を図る東

京湾クルーズを開催しました。銀座近くの黎明橋から一路お台

場へ。途次のレインボーブリッジも圧巻でした。 

９３歳の西村長老の乾盃で始まった宴席は、途切れることな

く提供される数々の海の幸に大満足。帰路はカラオケ歌合戦で

３時間の舟遊びは盛況裏に終了しました。 

                【監事 下田和男】 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474614729/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Nkbi5hbWFuYWltYWdlcy5jb20vcHJldmlldzY0MC8xMDc0MDAwMDM2Ny5qcGc-/RS=^ADBzkOO72D9sBX1sicpNKl1HCVhEIg-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUURPTklKRW5lT29TejFLYTZPcGFPUF9LVE1jVG5iVmMwb0hRdUg3b01sMHJ1MjIwWWNvT0xVWTIyOARwAzQ0T1M0NE9wNDRPVjVaMkM1WWFaNTV5ZgRwb3MDNARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://www.niseko.co.jp/wp/potefes2016/%e3%81%8a%e3%82%82%e3%81%a6/

