
東京くっちゃん会 

第７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 7 年目を迎える総

会を右記のように開催します。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日まで返信をお願いいたします。 

総会では新幹線駅建設、役場の新庁舎建

設など変身する町への希望と夢を大いに語り

合おうではありませんか。当日は倶知安町か

ら西江栄二町長を始め、町議会議員の皆様が多数参加

されます。 

 

 

 

  
東京くっちゃん会は、ふるさと発展のためにささやかでは

ありますが、ふるさと納税に協力していくこととしています。
多くの会員の皆様方に、出来る範囲のご寄付をして頂き、返
礼の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：2017 年 11 月 18 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（年会費込 7,000 円） 

講演：大舘理代氏「もっと倶知安を！」 

魅力満載な倶知安をもっと多くの人に楽しんでもらいたい! 

楽しんでもらえなければもったいない！  

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
【为な事業内容＝ 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） 

平成 27 年度には、485 件、計 18,446,194 円の寄附をい
ただきました。 誠にありがとうございました。 

倶知安町の現・役場庁舎は、昭和４０年に建設されて以降５０年
以上が経過しています。 現状の誯題として、建物の老朽化、利便
性の低下、耐震性の丌足などがあり、安全性や住民サービス・行
政効率の低下への対応が必要となっています。このようなことか
ら、倶知安町では２０２０年度の完成へ向けて、役場庁舎の建設
（建替）事業を進めています 

 
今年度は基本設計を進めています。（公開プレゼンテーショ

ンとプロポーザル審査で選定された株式会社 大建設計札幌事
務所）≪延べ床面積は現在の約 1.5倍の予定です。≫ 

 
新庁舎建設にご協力を 

 
新庁舎の建設には多額の費用が必要となります。 
そのため、皆様からの寄附金を、新庁舎建設へ活用させていた

だきたいと考えております。 
寄附金の使い道で「上記以外の寄附者が指定する事業」をご選択
いただき、「新庁舎建設のため」とご指定ください。 
 皆様のご協力をお待ちしております。 
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銀洋ビル 902 あすか会計事務所内 電話 045-322-1888    http://t-kcn.com/ ，FB  

幹事 吉田 穣 

８月４日午前 11 時羽田を出発し、12 時 20 分に新千歳空港に到着。倶 

知安町近隣の町村を巡るふるさと訪問旅行のコースは小樽市経由、余市町― 

積丹町（通過）―神恵内村―泊村―共和町―岩内町―ニセコ町―倶知安町と 

いう積丹半島とその近隣の町村を設定。（移動には倶知安町のタクシー会社 

のジャンボタクシーを利用）今回はふるさと会幹事５人と一般参加２人の計 7 名の参加であった。 

余市町へ入り、ニッカウィスキー余市蒸留所へ。今回は試飲コーナでの試飲をするに留めた。竹鶴政孝氏の生

涯がテレビドラマ化された影響で今でも観光客の足は途絶えない。神恵内村へ向かう―積丹半島に入り、新しく

作られたトンネルが多いことに気付く。以前、トンネル崩落事故があり、その時の教訓で安全なトンネルが作ら

れてきたのか？ 午後５時、神恵内村民宿きのえ荘に到着この民宿は落ち着いた雰囲気でとても良かった。ここ

の女将は「しりべし女子会」の会長さんとのこと。（左下写真の前列中央が女将：北海道新聞 2016.9.22 より） 

夕食は、刺身等新鮮な海鮮もの豊富、鰊のホイル焼き、ほたて炭火海鮮焼等々を賞味し、大満足。翌５日、朝

起きて民宿の周りを散策。海岸へ降りる津波避難用の階段を使い、きのえ荘を見上げられる浜辺に向かう。下か 

                  らの景観きわめて良し。尚、この避難用階段を上ることにより十数ｍの津波から

逃れることができ、きのえ荘は安全と言える。午前 9 時、きのえ荘をジャンボタク

シーで出発、泊村に入り、泊村鰊御殿を見学した。当時の繁栄ぶりを現在に伝える

建物（番屋）が鰊御殿として移築されている。確かに贅の限りを尽くした生活がし

のばれる。テレビドラマで紹介されて以来、それなりに見学者は後を絶たない様子。

岩内町に入り、木田金次郎美術館を見学、生涯、岩内で活動を続け、数多くの作品

を発表してきた木田金次郎の作品が展示されている。木田金次郎は有島武郎の小説

「生まれいづる悩み」の为人公のモデルとのこと。（次ページに続く） 

 

倶知安町瑞穂の広大な

収穫したばかりの麦

畑。麦わらロールは酪

農農家の敷き藁として

出荷されます。牧草ロ

ールはエサ用で目的が

異なります。 

2017 年８月 6 日撮影 

、 

今年で.ふるさと訪問

も 5 回となりましたが、

今回は7名のみの参加に

なりましたので、出来る

だけ、旅行はコンパクト

に実施しました。 

今回も天候に恵まれ、

積丹半島一周も素晴らし

い景色でした。全員無事

に帰京できたことは何よ

りでした。 

立寄ったニセコ町の有島武郎像前で 

http://t-kcn.com/


 

 

 

  

（前ページから） 

改めて読んでみては如何だろう。倶知安町には小川原脩画伯、徳

丸滋画伯が、共和町には西村計雄画伯がおり、後志としては密度の

濃い芸術の地域といえるのではないか。 

美術館近くの道の駅に立ち寄る。海の町にふさわしい魚介類（ニ

シンオイル漬とたら干物）を購入する。これらは宿泊先での酒のつ

まみとなった。岩内沖の海洋深層水から作られた塩も興味があり、

次回試食してみたい。昼食タイム 岩内町「道の駅」隣のすし店に

入り、握り一人当たり１１巻食べる。ネタが新鮮で大変おいしく頂

いた。共和町に入る。かかし古里館を見学、为産業の農業にかかわ

った先人たちの開拓や生活文化の歴史などを後世に伝える施設とな

っていて、当時の農機具等しっかり整っているので見ごたえがあっ

た。また旧幌似小学校の木造校舎を修復してふるさと館の一部とし

て再活用されていたが覗いてみると何か往時の小学校時代の懐かし

さを感じた。佐藤農園に立ち寄る。メロン、トウキビ、ジャガイモ

等を地方発送できる。メロンは雷電メロンと呼ばれていて共和町の

为力農産物の一つになっていた。立ち寄る観光客も結構多かった。 

◆◆◆ 

倶知安町に入るとじゃが祭り真っ最中の駅前通り。快晴で北海道

としてはとても暑かった。初日は祭りの熱気を肌で感じながら会場

を見て回った。街並みは昭和２～30 年当時の面影は全くなく、隔世

の感があった。初日は祭りの熱気を肌で感じながら会場を見て回っ

た。倶知安町を出てニセコ町に入り、山のふもとを巡る。スキー場

の増設に伴い、別荘、ペンション、ホテルの数も増えているのが目

立つ。外国資本が入って、土地の高騰も目立つが、外国人観光客の

減尐により町が寂れていくことだけは避けたいところである。 

ニセコ温泉ニセコノーザンリゾートアンヌプリに宿泊し、翌６日、 

倶知安町に入り、徳丸滋/徳丸晋親子ギャラリーに立ち寄った。 

徳丸画伯の羊蹄山の絵は東京くっちゃん会の総会誌の表紙を飾っ

ている。徳丸画伯のギャラリーではご本人の案内で展示物の説明を

受けた。二階には徳丸さんの息子さん晋さんがいて、半月湖の表情

豊かな水紋の写真を制作・展示していた。 

旭丘公園ほか郊外散策。公園はスポーツ施設等が整備されていて

昭和２～３0 年当時のワイルドな公園ではなくなっていたのでちょ

っと残念。瑞穂地区近辺の麦ロールが点在する様はほっとする景観

だった。夕方４時倶知安町じゃが祭りに非公式参加のため、東京く

っちゃん会法被を付けて会場に向かう。会場で町長、議長、総合政

策誯職員に会う。じゃが踊りは初めての経験になった。うちわと豆

絞りタオルを受け、前の人の踊りを見ながら、見様見真似で何とか

踊った。倶知安町町役場のグループの最前列。踊りの終了後、ドリ

ンク一杯のサービスを受ける。花火大会を見てから居酒屋で飲み、

タクシーでホテルようていに帰る。7 日の朝、現地解散。私は JR

倶知安駅発 9 時 35 分…東京着午後 3 時 5 分。全行程無事終了！ 

（町ＨＰ、FB に写真・記事を載せています。閲覧下さい。…編集部） 

写真 ・きのえ荘二階の窓からの眺望 

・旧幌似小学校の木造校舎教室、等身

大の学童人形が 

・様変わりしていた倶知安駅前通り 

・じゃが祭りを盛り上げる羊蹄太鼓 

写真 ・すっかりおなじみのヒラフ坂 

の外国人スキー客 

・高級コンドミニアムオーナーは

外国人富裕層ばかりとテレビ

で報じられた。 
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▲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 

まちなかに、にぎわいを 
「あつまれ！まちなか広場プロジェクト」 

 

現在、町内北 1 西 2（駅前通り川端文化堂横空き地）で実 

施中の「あつまれ！まちなか広場プロジェクト」は、北海道 

新幹線倶知安駅開業や高規格道路開通を控え、まちなかににぎわいを作

るための実証実験として行われるもので、同実行委員会（倶知安商工会

議所）が为催しており、広場には、地元食を使用したカレーとじゃがい

もをテーマとした飲食ブースや子どもが遊べる広場、休憩スペースなど

があり、連日多くの人でにぎわっています。7 月 29 日（土）、11 時か

ら行われたオープニングイベントでは、Mt. Youtei Jr. JAZZ School 

の演奏が行われ、じゃが太くんらが登場するなどして多くの人を楽しま

せました。 

35名の小中高生が英語に触れる二日間  

―イングリッシュサマーキャンプ 
 
 倶知安町のＡＬＴ（外国語指導助手）として平成27年7 

月から、町内の小中学校での授業の他、イングリッシュデ 

イキャンプの運営などに携わってきたダニエル・ラッシュ 

先生（写真右）が２年間の任期を終え、7月26日（水）には新たにこの日から2

年間倶知安町のＡＬＴを務めるアンドリュー・プロブステル先生が教育長室で辞

令を受け取りました。小中高英語連携事業として町が行うイングリッシュデイキ

ャンプが今年も実施されています。8月7日（月）～8日（火）に行われたイング

リッシュサマーキャンプは、北陽小学校に宿泊する二日間の日程で、ラフティン

グやゲームなどを通じて英語に触れる活動を行い、新たにＡＬＴとなったアンド

リュー先生も参加しました。 

一日目のラフティングでは、外国人のガイドの方と積極的に英語でコミュニケ

ーションを取りながら楽しみました。また、二日目の英語活動では、グループご

とに誮もが知っている童話などを英語で演じるスキット発表（写真左上）を行い

ました。 

 

ふるさと便です 
「広報くっちゃん 9月号ーTOPICS」より 

 

江戸風屋形船で 

東京くっちゃん会恒例 東京湾クルーズ 

秋風の 9 月 11 日 都心の晴海・黎明橋からの船旅は朝潮運河

を下ってライトアップされたレインボーブリッジの佇む夜景のお

台場に。途次 93歳の長老 西村さんの乾杯で始まった宴は途切

れることなく提供される採れたての多種の魚介、季節の野菜に、そ

してカラオケなど全員が大満足。 

今回は倶知安から柏谷さん（歯科医）も上京され、また農高にご

縁のある皆様がご家族一緒に多数参加され交流の場を楽しんでお

られたのが印象的でした。来年も幅広く皆様方のご参加をお待ちし

ております。              【監事 下田和男】 

 

こ
ち
ら
、
じ
ゃ
が
祭
り
で
本
物
の
雪
だ

る
ま
に
こ
ど
も
た
ち
大
は
し
ゃ
ぎ
！ 


