佐呂間町物産展情報

【札幌市】
■さっぽろオータムフェスト 9/9(金)～9/12(火)
場所：大通公園 8 丁目会場
メニュー：ホタテ浜焼き 外

【東京都】
■町ぐるみ三田納涼カーニバル 7/22(土)
場所：港区 三田通り
メニュー：ホタテ浜焼き 外
■麻布十番納涼まつり「おらが国じまん」
8/26(土)～8/27(日)
場所：港区 麻布十番
メニュー：ホタテ浜焼き 外
■みなと区民まつり 10/7(土)～10/8(日)
場所：港区 芝公園
メニュー：ホタテ浜焼き
ハンバーグ牛串、
魚介類、
サッポロビール外

発見

サロマの魅力！

酪農王国？！気候が寒冷な佐呂間町、畜産業と畑
作が盛んに営まれています。乳用牛と肉用牛をあわ
せると佐呂間町の人口の約 4.8 倍、約 25,500 頭が飼
養されており、加工乳と肉の安定生産は佐呂間町の
畜産業の発展を大きく支えています。
現在、83 戸が酪農を営み、近年、高齢化や後継者
不足により、戸数は減少していますが、牛の餌であ
る牧草を共同で刈り取るコントラクター、その牧草
をおいしい餌へと調合するＴＭＲセンター、酪農家
の代わりに仔牛の世話をする哺育・育成センター、
さらに、酪農家の休日制度のヘルパー制度を運営し
酪農家の労働力負担を軽減、そのことで一戸あたり
の飼養頭数も増え、年間 45,500 トンの生乳が生産さ
れています。

←昨年のみなと区民
まつりの様子

■全国交流物産展 in 新橋 10/26(木)～10/27(金)
場所：港区 新橋 SL 広場・区立桜田公園
メニュー：ホタテ浜焼き、ホタテ饅頭、
かぼちゃ饅頭、焼き牡蠣 外
■江東区民まつり中央まつり 10/28(土)～10/29(日)
場所：江東区 木場公園イベント入口
メニュー：ホタテ浜焼き、とうもろこし、
じゃがバター、かぼちゃスープ、
かぼちゃ蒸しパン 外

【宮崎県】
■都農町産業まつり 11/12(日)
場所：藤見運動公園
メニュー：ホタテ浜焼き、かぼちゃ団子、
ジンギスカン、サッポロビール 外

生産された生乳は、町内の森永乳業佐呂間工場で、
近郊からも集められた生乳と合わせ、脱脂粉乳やバ
ター、クリーム等に加
工されています。
「北海道バター」とし
て皆さんの食卓へ‼
ご存知の方も多いのでは？

佐呂間町役場企画財政課
各物産展には、本町から職員が参加します。
ぜひ足を運んでいただき、交流できればと思います。

〒093-0592
北海道常呂郡佐呂間町永代町３番地１
℡ 01587-2-1214 Fax 01587-2-3368

佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク

サロマの風

2017 年
7月

今年は、4 月に入り雪解けが進み、畑の蒔き付け
や、ホタテ稚貝の放流も順調に進み初夏を迎えるは
ずでしたが、6 月に入り気温は上がらず、子ども達
が楽しみにしていた運動会も雨天のため延期、開催
できても気温が一桁‼朝の最低気温がマイナスにな
るのではと心配する日もありました。
こんな佐呂間町ですが、町民の気持ちを熱くする
出来事といえば、1 月号で紹介しました本町初のプ
ロ野球選手「北海道日本ハムファイターズ、玉井大
翔投手」の活躍です‼
5 月 27 日に一軍登録され、セパ交流戦の阪神タイ
ガース戦でのプロ初勝利、
「聖地プロ１勝」、
「八回好
リリーフ九回逆転」などと新聞紙面を賑わし、町内
の飲食店やスーパーでは初勝利をお祝いする催しが
行われ、更に町民ファンクラブによる札幌ドーム応
援ツアーが開催されるなど、生粋の「サロマっ子」
である玉井投手の活躍に、小さな町は大いに盛りあ
がっています。
これから、夏の観光シーズンを迎え、山の緑やサ
ロマ湖の青さが眩しいくらいに鮮やかに映る季節で
す。札幌ドームで野球観戦のあと、佐呂間町への観
光は如何でしょうか？サロマの風景とサロマの味覚
がおもてなし。今後も玉井投手共々、佐呂間町への
応援をお願いいたします。

佐呂間ダイアリー
◆４月
６日 町内小中学校入学式
新入学 若佐小 4 名 佐呂間小 31 名
浜佐呂間小 3 名 佐呂間中 37 名
１０日 北海道佐呂間高等学校入学式 新入生 31 名

佐呂間イベント情報
30th
Anniversary!!

9 月 2 日（土）18：00～
3（日）15：00
会場：町民センター前広場
サロマで「まつり」といえ
ば、
「シンデレラ夢」!!サロ
マ特産かぼちゃをテーマに
した、子どもからお年寄り
まで楽しめる「素朴なふる
さとのまつり」です。
２日に開催される仮装パ
レードや約 1000 発の花火を
たった 15 分で打ち上げる、
通称「ヤケクソ花火」は迫
力満点。今年の重量コンテ
ストでは昨年の記録を上回
るかぼちゃは出るのでしょ
うか？
仮装パレードには町外から
の参加も OK‼
詳しくは、実行委員会まで
090-1520-5513

◆５月
１日 サロマ湖展望台道路開通
１５日 オホーツク海へのホタテ稚貝放流作業初日
◆６月
６日 第 49 回佐呂間町植樹祭
１０日 第 39 回佐呂間町家畜共進会
１５日～２９日
アラスカ州パーマ市短期交換留学生 8 名来訪
２３日 佐呂間町戦没者慰霊祭
２５日 第 32 回サロマ湖 100km ウルトラマラソン
佐呂間町の世帯数と人口（平成 29 年 6 月 30 日）
世帯数 2,475 世帯 人口
佐呂間町サポーターズ倶楽部人口
合
計
〔前号人口比較

5,298 人
1,683 人
6,981 人
120 人増〕

町民の出生と死亡
さろサポ新規登録
29. 4 月 出生 2 人 死亡 4 人
09 人
5 月 出生 1 人 死亡 7 人
24 人
6 月 出生 1 人 死亡 6 人
70 人
2017 年 5 月「殻付きホタテ」
抽選会当選番号
01126
01625
06002
11009
13047
14010
21004

01552
01675
07002
12005
13092
14012
40004

01614
01721
09019
12008
13305
14029

町の公式 Twitter、公式 Facebook でもサポーターズ倶
楽部情報を掲載しております。ぜひご覧ください。

10 月 1 日（日）10：00～
会場：トーヨータイヤテストコース特設会場
1 年間の農林水産物の収穫に感謝を込めて、佐呂間町の
特産物が販売される、一大イベントです。
サロマ湖産ホタテの即売会やサロマ牛の丸焼きなど、サ
ロマの山海の幸が楽しめます。毎年 1 万人前後の人が訪れ、
大賑わいのイベントです。

JAL DE パンプキンキャンペーン
昨年実施いたしました「JAL DE パンプキンキャンペーン」
今年も 10 月 1 日から 1 ヶ月間、全国 29 ヶ所の空港と JAL 関連
施設でサロマで大きく成長した、かぼちゃが展示されます。
展示されているかぼちゃの重量にお答えいただくと抽選で航空
券などうれしいプレゼントがもらえます。
是非、お近くの空港へ‼
参加空港及び施設
女満別、釧路、帯広、青森、三沢、花巻、秋田、仙台、小松、成田、羽田、
伊丹、但馬、出雲、隠岐、岡山、山口宇部、高松、高知、松山、福岡、熊本、
長崎、宮崎、徳之島、与論、南大東、那覇、石垣、
JAL 工場見学～SKY MUSEUM～、日本航空本社ビル（天王洲）

かぼちゃの重さを当てて、

サロマへ行こう！

サロマ湖 100ｋｍ
ウルトラマラソン
6 月 25 日、第 32 回サロマ湖 100km ウルトラマラ
ソンが開催されました。今年の参加者は 100km の部
3,568 名、50km の部 553 名の計 4,121 名と、昨年と
比べると 50 名ほど少ない数字でしたが、例年と変わ
らず熱いレースが繰り広げられていました。今年の
最年少参加者は 19 歳、最高齢はなんと 84 歳!!いつ
までも元気でいられる秘訣が 100km マラソンにはあ
るのかもしれないですね。
当日はスタート
前から土砂降りの大
雨、最高気温は 14℃
とあいにくの天気で
したが、そんな天気
をもろともせず、ラ
ンナーはゴールへ向
かって一生懸命走っていました。今年の完走率は
71.4%で、雨のためか昨年の 80.4%からはかなり低い
数字になっていました。しかし、その中でも 100km
登録男子の部の優勝者は、1998 年に砂田貴裕さんが
記録した 6 時間 13 分 33 秒の世界記録にあと 45 秒と
いうところまで迫った好タイム!!世界記録の更新
は、もうそこまで近づいているようです!!来年に期
待です。ランナーの皆さん、お疲れ様でした。また、
サロマにお越しください。
←25 日 10:00
50km の部
スタートの
様子
佐呂間町
100 年広場
地域の学生をはじめ、たくさんのボランティアの
方 々 のご 協 力の お かげで 、 何事 も 無く サ ロマ湖
100km ウルトラマラソンは幕を閉じました。また来
年もよろしくおねがい致します。

