
東京くっちゃん会 

第８回総会のご案内 

ふるさとを思い、元気に交流を！    

今年の北海道は大雨、台風そして地震（胆

振東部地震）の大きな災害に見舞われ、住宅

や農産物が甚大な被害を受けました。今なお

自宅に戻れず避難生活を余儀なくされている

方々が多くおられることに心が痛みます。 

ふるさとを応援するみな様方のご参加をお

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協力してまい

ります。多くの会員の皆様方に、出来る範囲のご寄付をして
頂きたいと思います。お礼の品も豊富になりました。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、監事の
横濱英紀（税理士）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ご指導いた
だけます。    （東京くっちゃん会 会長 高木武良） 

日時：2018 年 11 月 17 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） 

講演：永江史朗氏 「倶知安の魅力と将来性（仮題）」 

1935年倶知安町に生まれる。余市高校卒業 上智大学英語学科卒業 

高校英語教師、海外の大学で日本語指導等を歴任 著書：エディンバ

ラにっき――そして四十年―― 

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。 

【選べる使い道】 

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  
・「新庁舎建設のため」もよろしく！ 

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２８年度には、2,340 件、計 39,395,677 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。 

返礼品も多彩に 88 品目（下記はその一部です） 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：雪の下育ちのくっちゃんポ

テト＆にんじんスープセットＡ 
左下:とけまるくん BOX ティッ
シュ 

右上：北海道倶知安やまだ黒毛和
牛焼肉用&すきやき用お試しセ
ット 

右下：ニセコグラン・ヒラフスキ
ー場 リフトゴンドラ 1 日券  



 

楽しかった第 6回ふるさと訪問 救仁郷恵美子 

私は横浜育ちですがご縁があって前会長の横濱英紀様のお誘いを受け、東京くっ

ちゃん会会員となりました。恒例のふるさと訪問は今回を含め 3 回目となります。 

尻別川の清流下り 

 尻別川でのラフティングは年齢制限があるのではと思いながらボートに乗ると、

小さな子供たちと一緒になり、共に水をかぶり、激暑の関東からは嘘のような涼し

さを味わうことが出来ました。また、水中カメラで撮影をと頑張ったのですが静か

な場面で終わり、激流での撮影をもう一度挑戦したい気持ちです。 

ニセコ町のワイナリー訪問 

ニセコワイナリーでは街の活性化につながるべく自然を相手にワインつくりに

情熱を注ぐご夫妻に感銘しました。 

倶知安町役場への期待 

ふるさと訪問の度、立ち寄る町役場が新しくなることや、新幹線があと 12 年程

で開通することなど、様変わりする倶知安が楽しみです。 

じゃが祭り 

恒例のじゃが祭も活気に満ち、益々盛大になっていく様子が見え、フィナーレの

花火も素敵でした。また旅行で何時もご一緒する皆さんの様子が伺うたびに若返っ

て見えるのは故郷の空気に触れると元気が出るようです。私まで元気を頂き、とて

も癒されました。 

故郷が活性化され、東京くっちゃん会も共に発展されることを願っています。 

写真上 中 本間夫妻からワイナリー 

やブドウの育成の話を聞く 

写真下 じゃが祭りのフィナーレは 

大輪の打ち上げ花火 

 

東京くっちゃん会ニュース 
東京くっちゃん会事務局： 

〒220－0004 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        
                               ☎ 045‐322‐1888 http://t-kcn.com/ 

20１8 年秋号 

たびたび日本一の清流として認定されている尻別川でラフティング 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

💛１日目、千歳市に入り、千歳水族館を見学し、昼食をレ

ストラン・モーツアルトで摂った。水族館は思ったよりも

内容が豊富で３０分の見学時間は短かった。モーツアルト

は以前、倶知安町でレストランをやっていたとのこと。食

事内容は洋風で大変おいしかった。 

札幌東区にあるモエレ沼公園は元廃棄物処理場を再生し、

台地の彫刻と呼ばれている。とても広大な広さですべてを

回りきるのはとても無理。３０分ほどの休憩で次の目的地

へ向かう。小樽経由で赤井川村の道の駅で小休止を取る。

ここはカルデラの里と呼ばれており、カルデラ味覚祭りが

８月５，６日とのことで、見られなかった。 

赤井川を出て倶知安町に入る。町役場で上木室長、山崎係

長らの出迎えを受け、応接室で西江町長、鈴木議長から歓

迎の言葉を頂く。町役場は築５３年目を迎え来年から２年

をかけて新庁舎に建て替えられるとのこと。夜の飲食はニ

セコ町レストラン・神楽で堪能したが、神楽は寿都アンテ

ナショップとして H２９年にニセコ町に開店した新しい

店でした。 

♠２日目はまずニセコアンヌプリゴンドラで１０００ｍ

台地展望台へ向かう。曇りではあったが羊蹄山の視界は良

好であった。次は見学コースの中では目玉（幹事の見解で

す）の尻別川ラフティングで清流下りとは言え、数か所急

流もあり、水を浴びてスリル満点だった。お昼は高橋牧場

第６回ふるさと訪問―コースの魅力を堪能 

札幌市モエレ沼公園のガラスのピラミット 
完全オーガニックでのブドウ栽培 

8 月 3 日午前 8 時羽田を出発し、9 時 35 分に新千歳空港に到着。今回は町役場への表敬訪問が初日に計画されていたので、

早朝の北海道乗り入れとなった。訪問旅行コースは初日：千歳市（千歳水族館、レストランモーツアルト昼食）→札幌東区（モ

エレ沼公園）→小樽市通過→赤井川村道の駅→倶知安町（町役場）２日目：ニセコアンヌプリゴンドラ遊覧→尻別川ラフテン

グ（清流下り）→高橋牧場レストランプラティーヴォ→倶知安町（小川原美術館、風土館、ニ世古酒造） 

３日目：半月湖→本間ワイナリ→ダチョウ牧場→カムイワッカ→吹き出し公園→じゃが祭りと、盛りだくさんの設定であった。

参加者は東京くっちゃん会幹事７名及び会員２名の計９名。 

レストラン・プラティーヴォでスパゲッティ等の洋食でお

なかを満たした。またミルク工房ではヨーグルト、アイス

クリーム、ケーキ等を堪能した。 

昼食後、倶知安町に入り、小川原美術館、風土館を訪れ、

ニ世古酒造見学の際には試飲も楽しめた。小川原美術館で

はコーヒーの接待を受け、しばしの休憩タイムとなった。 

♦３日目は羊蹄山周遊の自然散策とし、最初に半月湖を訪

ねた。今回は湖畔まで下りて、引き返してきたがいつの日

か一周してみたい。半月湖を出て本間さんのニセコワイナ

リーに向かう。４か所の有機認証を受けたワインぶどう圃

場をほぼ一人で運営している。造るワインはすべてスパー

クリングワインとのこと。その足でダチョウ牧場に向かう。

今から２０年前、旧有島第二牧場を開拓してダチョウ牧場

にしたとのこと。最後の見学先として羊蹄山には１０か所

以上の湧水があるといわれており、そのうちの有名な二か

所を訪ねた。一つは真狩村カムイワッカで、神の水といわ

れている。二つ目は京極町・吹き出し公園で、水量一日８

万トンとのこと。名水百選の一つでもある。 

締めくくりとして倶知安町じゃが祭りのメインイベン

ト「じゃが音頭」に町役場グループの中に加わって見よう

見まねで踊った。せっかく覚えても１年たつとほとんど忘

れてしまってる。来年こそはしっかり踊ろう。 

（幹事 吉田 穰 記） 

京極吹き出し公園 

レストラン モーツアルト

 

尻別川 ラフティング 

町長との懇談後で 

 

ダチョウ牧場 

        
千歳水族館 

        京極



倶知安町で G20観光関係閣僚会議開催へ 

 
 

 

 

 

ふるさと便です 

 
この秋・冬もニセコエリアへ 

9 月 6 日未明に発生した平成 30 年北海道胆振東

部地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し

上げます。 

また、ニセコ町・倶知安町・蘭越町に対しても、全

国よりご心配と励ましの言葉をいただきましたこと

に、感謝申し上げます。ニセコエリアにおきまして

は、幸いなことに大きな被害はなく、地震直後に停

電等もございましたが、現在では解消しており、他

のライフラインも地震前と変わらない状況です。飲

食店や宿泊施設をはじめ、ほぼ全ての施設が通常ど

おり営業を行っております。 

これからの季節、ニセコエリアでは紅葉が山々を

彩り、新米やジャガイモ等の秋の味覚が楽しめます。

紅葉が散り、雪が降るとウインターシーズンの始ま

りです。パウダースノーが皆様をお迎えいたします。 

 私たちは、皆様のご来訪を心よりお待ちしておりま

す。ニセコでお会いしましょう！ 

  

ニセコ観光圏協議会 

ニセコ町長   片 山 健 也 

        倶知安町長  西 江 栄 二 

        蘭越町長   金  秀 行 

https://sports.nhk.or.jp/contents/o/guide/bt/ 

江戸風屋形船で 

東京くっちゃん会恒例 お台場周遊の船旅 

小雨の降りしきる朝潮運河の屋形船船着き場からお台場周遊 

の船旅がスタート。レインボーブリッジ、運河周りの高層ビル 

群の夜景を船の窓越しに見ながら刺身船盛、旬の食材の天ぷら 

等に舌鼓を打つ。（乾杯は長老９４歳の西村博様） 

今回は会員にその友人知人８名を加え２４名の参加があり、 

食べて飲んで歌って、ふるさとの話で大いに盛り上がった２時 

間半でした。来年は展望デッキでお台場の夜景を充分に堪能し 

たいと思います。          【幹事 吉田 穣】 

 

子ども特派員は日光市で『観光』を調査 

『子ども特派員派遣事業』として、8 名の子どもたち

が倶知安町と観光パートナー協定を締結する栃木県日

光市を訪問しました。 

 この事業は、子どもたちが町の『特派員』となり、

自ら決めたテーマの調査・研究のために、他の市町村

を訪問し、自ら考え行動することにより、自主性と積

極性、社会性を身につけることを目的に行われており、

今年は『観光』をテーマにしています。  

8 月８日㈬、新函館北斗駅から新幹線に乗り、日光市

へ向かった子どもたちは、到着後に日光市役所を訪れ

市長に面会し、今回の訪問の目的などを伝えました。

翌日からは日光市の観光名所である日光東照宮や日光

江戸村で外国人観光客に対する取材などを行い調査を

進めました。（写真右） 

  

２０１９年Ｇ２０観光大臣会合の開催日程が決定 

 日本で初めて開催されることになった２０ヵ国・地

域（Ｇ２０）首脳会合に併せて開催される閣僚会合の

うち、倶知安町で開催される観光大臣会合については、

２０１９年１０月２５日（金）・２６日（土）の日程で、

ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯリゾート（上図は完成予想）

にて開催されることが、国土交通大臣より発表されま

した。 

Ｇ７(フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナ
ダ）の７カ国に、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、

インド、インドネシア、メキシコ、 韓国、ロシア、サウジアラビア、
南アフリカ、トルコ、欧州連合（ＥＵ）を加えた２０カ国・地域 

緊急のお願い 
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