
 

第６回ふるさと訪問 
ツアー参加者募集 ！！ 
期  間  8月３日(金)～６日(月) 

参加費  8万円程度(帰途の交通費は含まれません) 

コース予定 羽田→千歳空港→恵庭町オープンガーデン→札幌モエレ沼公園→ 

尻別川ラフティング→羊蹄山麓いいとこめぐり→倶知安町 （芝桜の丘）  

―くっちゃんじゃが祭り参加、町民との交流・懇親会他 ― 

・詳細は別途参加希望者送付します。 

お申し込みは同封の返信ハガキで―4月 17日締切(必着) 

り降り自由のマイクロバスです。 
また、新幹線の開通等を控えての倶知安は、これ

から先どのように変貌するのか楽しみでもありま
す。自然の豊かさは残しつつ、若い人達が外へ出な
くても生活し家庭が持てる働き場所が欲しいです
ね。 
■暖かな春を首を長くして待っている私です。テレ
ビの中の伊豆方面の早咲き桜を見てはつい、最近ま
で普通に見学していたものが錯覚している自分がい
ます。私は北海道を離れるときから老後は必ず故郷
に帰り暮らしたいと願いましたので悔いはありませ
ん。しかし、努力せずして何事も成就しないと…。
頑張りすぎると力んで空回りしてしまうかもね。 
今、ここが起点の０（ゼロ）となっています。倶

知安の水のおいしさは最高です。健康寿命に一役あ
りかな～。清き耳とは子どもの耳で聴いたことは生
きる知恵となり、私も支えてくれると信じています。
新しい友を作るのも楽しみです。 
夏のじゃが祭りにお会いしましょう。     

（東京くっちゃん会幹事） 

私のU ターン生活 
 

本間由美子（倶知安町在住） 
■75 才になっての一人暮らしを選択し、自分の故郷

に帰ってきました。たぶん身近な友は、何で今なの

と疑問に思うでしょう。心の重荷を下ろせば、軽々

と前に進められ、身辺の整理をすることで、心が整

えられることもあり、今に至っています。 
■今年の 2 月から厳しい寒さと雪の中、毎日の除雪
車が夜中を通して走っています。 
先日、雪トピアフェスティバルの際に住民ボランテ
ィアにも参加し、冬の野外を楽しみ、運動不足解消
もできました。限られた財政状況の中頑張っている
姿も垣間見ることができました。くっちゃんまちな
か循環バスがあり、車のない人、足が弱い人達に利
用されやすい足となっています。街の中の停留所か
ら役所、郵便局、病院、学校、スーパー、団地、老
人ホーム、公園等希望の場所へ、一回 100円で乗 

大好評! 秋の東京湾屋形船クルージング参加募集 
恒例になりました東京湾を一周する船旅は毎回会員以外の方も多数参加され、大 

変好評です。約 3時間の船旅ですが東京湾で捕れた魚等の刺身・天麩羅・その他た 

くさんの料理・旨い酒・カラオケと楽しさ一杯。今年もご要望に応え、実施いたし

ます。多くの会員の皆様及び友人、知人をお誘いの上、ご参加ください。 

8月の中旪頃に具体的なご案内と参加者の募集を行います。 
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2018年度ふるさと訪問へご参加ください 

東京くっちゃん会会長 高 木 武 良 

会員の皆様方におかれましては、ご健勝でお過ごしのこ

とと存じます。私は昨年の第 7回総会で第三代目の会長に選出されました。東京

くっちゃん会は早いもので設立から７年になりますが、ふるさとを応援する会の事

業への皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 去る２月に開催された平昌五輪では北海道勢の活躍が目立ちました。倶知安町出

身の古谷沙理選手はバイアスロン競技に参加し奮闘されました。今後の一層の活躍

が期待されます。さて今年は蝦夷地から北海道と名称を変えた明治２年から 150

年目にあたります。また倶知安が羊蹄山の麓に開墾されてから１２５年の年月が流

れました。短いような長いような歴史の中で、ふるさと倶知安町は新幹線の開通・

新駅の建設、役場庁舎建設、高速道路の建設・開通など、近い将来大きく飛躍しよ

うとしております。冬期間は住民の１割が外国人で占めるほど海外からも注目を集

めています。大きく変貌するふるさとへの訪問は今年で６回目になります。特に恒

例のじゃが祭りに飛び入り参加し駅前通りを町民の皆様と一体になって踊りの列

に入れていただき、気持ちの良い汗をかいてきました。また定宿にしている大仏寺

付近のホテルようていの露天風呂から展望する羊蹄山・ニセコの雄姿は感動モノで

す。エゾリスの生息する半月湖、自然林に囲まれた神仙沼の散策は訪れる者には都

会では味わえない天然の安息を与えてくれます。このようなふるさと満喫の旅への

皆様のご参加を心から呼びかけます。                   

写真上 昭和４５年の豪雪風景 

降雪量 1 位 312cm、積雪量 1

位 2019ｃｍ 

写真中 劇場通り冬の日常風景 

写真下 昭和５２年の排雪作業 

降雪量 228cm、積雪量 2位 

（町の HPより） 

 

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 年春号 

（2018.2.21撮影） 

倶知安高校に繋がる 

三百間通 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念講大舘理代さんの記念講演 

―もっと倶知安を！－ 

 父（原田高行さん）が倶知安高校卒業の縁もあり、昨年夏、友人と 3人で羊蹄登山を

した初夏 3日間。このとき土地の魅力に多いに盛り上がり、いろいろ考え妄想もした。

＜環境も景色もご馳走、気分爽快の源！→ 水も 空気・水も 食事ビールもなにもかお

いしい！＞ この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。クリエイティブな仕事には東京では実現できない空間の

確保が倶知安では可能。…「あったら良いな、できたら良いな」の提案も。 

 

新役員紹介 

会 長  高木武良 副会長 坂井 聖 八木淳子 
事務局長 吉田 穣 事務局次長 高木直良 
会 計  伊藤哲夫 
幹事 伝田美枝子、本間由美子 
監事 横濱英紀  
顧問 西江栄二町長  

成瀬 勝也 工藤 巌 下田和男 中西辰雄 
     

左 西江倶知安町長から最近の倶知安の変化を交えて、 
ご挨拶をいただきました。 

下 会場での記念講演、参加者のみなさんの懇親風景 

第７回東京くっちゃん会総会―盛会のうちに終了 

昨年１１月１8日恵比寿ガーデンプレイスのビアステーションで会員他 45名、西江町長他 22名のご来

賓の参加を得て、総会議案の審議と会員相互の懇親と交流を盛大に行いました。 

この日記念講演として「もっと倶知安を」と題して、帰国子女だった大舘理代さんは「余生は倶知安で」

との思いもこめたお話しがありました。現在翻訳企業に勤務しながら「いつかは羊蹄山登山を」の思いを抱

き続け、ついに実現したことをお話しされました。総会では会長、事務局長ほか役員の交代が行われました。 

また来年（2018年）も元気でお会いしましょう！ 

 

横濱会長―今期で退任されました。 



ピョンチャン五輪バイアスロン競技で        

倶知安出身の古谷沙理さんが奮闘！ 
 

 

 

 

 

雪トピア 2018 
2月 17日（土）、18日（日）の 2日間、旫ヶ丘公園を

会場に「雪トピア」が開催され、多くの町民、観光客でにぎ

わいました。羊蹄太鼓の勇壮な演奏で開会され、タイヤチュ

ーブでの斜面コース滑りや 

池の水面忍者渡りや滑走競 

技、雪中宝探し、ワイワイ 

かんじきハイキングなど、 

大人も子供も楽しめるメニ 

ューでいっぱい。 

 雪だるまコンテストやシ 

―ニックナイト雪灯りの点 

灯、ステージ上ではダンス 

パフォーマンスもありの 2 

日間でした。もちろん、地 

元グルメの 22店舗の前も 

大勢の人でにぎわい、舌つ 

づみ。 

第20回倶知安町長杯ジュニアクロスカントリー

大会のリレー競技 

ふるさと便です 

2 月 22 日の女子 24 キロリレーでは、自衛

隊所属の立崎芙由子、古谷沙理、三橋李奈、田

中友理恵で臨んだ日本は１時間 15 分 47 秒 7

で日本チームは 18 チーム中残念ながら 17 位

に終わりました。 

バイアスロンって？ 

バイアスロンはクロスカントリーと射撃を組み合わ

せた競技。「動」のクロスカントリーと、集中力を要

する「静」のライフル射撃を交互に行うため、勝利

には強じんな肉体と集中力、精神力が求められる。

バイアスロンを特徴づける射撃は、伏せて撃つ伏射

と、立って撃つ立射の 2種類。50メートル先の丸

い標的の直径は、伏射でわずか 4.5センチ、立射で

も 11.5センチ。マッチ棒 1～2本ほどの大きさし

かない。この射撃が勝敗を大きく左右する。1回の

射撃で、標的 5個に対して 5発撃てるが、1発外す

ごとに、タイムの加算か滑走距離が長くなるペナル

ティーが課される。そのため、スキーで先行してい

ても射撃のミスで順位がたちまち逆転してしまうこ

とも珍しくない。クロスカントリーで高まった心拍

数と呼吸を整えて、アスリートがどのような射撃を

見せてくれるのか？ 静と動、相反する競技性がある

からこそ生まれる緊張感に満ちた試合に注目した

い。（左図と解説は NHK の HPより） 

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

▲2月 日古谷さんを激励する壮行会が行われました。 

右上：競技中の古谷選手（オリンピックではありません。）▲ 

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

