佐呂間町物産展情報

【札幌市】
■さっぽろオータムフェスト 9/7(金)～9/11(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 7/21(土)
場所：港区 三田通り
メニュー：ホタテ浜焼き 外

発見

サロマの魅力！

佐呂間町では、漁協・農協・商工会の 3 青年部が
協力して街コンを開催し、産業後継者不足の対策を
行っています。
今年で 5 回目となる「さろまちこん」は、町内在
住の男性 30 名と町内外の女性 30 名で、佐呂間町食
材の BBQ やゲーム、抽選会を楽しめる街コンとなっ
ています。

佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク
2018 年
7月

■麻布十番納涼まつり「おらが国じまん」
8/25(土)～8/26(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 10/6(土)～10/7(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
■江東区民まつり中央まつり 10/20(土)～10/21(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

BBQ は、ホタテやサロマ豚、サロマ牛、焼肉ブー
タンの味付きサガリなど、佐呂間の味覚を堪能する
ことが出来ます。

■全国交流物産展 in 新橋 10/25(木)～10/26(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、サロマ豚ジャンボ豚串、
焼き牡蠣 外

【宮崎県】
■都農町産業まつり 10/21(日)
場所：藤見運動公園
メニュー：ホタテ浜焼き、
ジンギスカン

←昨年の都農町産業
まつりの様子

ゲームや抽選会の景品では、当日限りの商品券や
シャンパンなどが当たり、2 次会へ足を運ぶ方たち
も多く見られます。
参加条件は、20～40 歳の女性ですので、会員の皆
さんもぜひご参加ください。
詳しくは、佐呂間町商工会内さろまちこん実行委
員会事務局（01587-2-3448）までお問合せください。
または、Facebook で「さろまちこん」と検索！

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

日本全国では、ワールドカップで盛り上がりを見
せていますが、佐呂間町では、6 月 24 日に開催され
た 100ｋｍマラソンで盛り上がりました。100ｋｍ部
門では 6 時間 9 分 14 秒(キロ 3 分 41 秒)で走り切り、
世界記録を一気に 4 分以上更新されました。
100ｋｍマラソンに参加された会員のみなさん、大
変おつかれさまでした。
佐呂間町の特産品「ホタテ」の稚貝販売・放流が
5 月に行われました。例年では、海が荒れ出航でき
ずに 2,3 日は延期になるのですが、今年は出航でき
ない日がなく、近年稀に見る天気の良さだと漁師さ
んも驚いていました。
そんな好調な漁業ですが、今年は湧別・佐呂間･
常呂のサロマ湖 3 漁協で、資源保護によりホッカイ
シマエビの禁漁が決まっています。暑い日に地元産
のエビを剥いて食べ、汚れた手のままビールを飲む。
夏の楽しみが一つ減ったと思うと残念ですが、数年
後、数十年後も地元産のエビを食べ続けるためにも
今年は我慢です。
5 月 25 日をもちまして、サポーターズ倶楽部会員
が 2,000 人を突破しました。全国制覇までは、山梨
県のみ！あと一歩となっております。会員皆様の知
人のご紹介をお待ちしております。

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 5 名 佐呂間小 35 名
浜佐呂間小 2 名 佐呂間中 43 名
９日 北海道佐呂間高等学校入学式 新入生 23 名
２０日 サロマ湖展望台道路開通
◆５月
１５日 オホーツク海へのホタテ稚貝放流作業初日
３１日 第 50 回佐呂間町植樹祭
◆６月
１３日～２６日
アラスカ州パーマ市短期交換留学生 13 名来訪
１７日 第 40 回佐呂間町ホルスタイン共進会
２４日 第 33 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 30 年 6 月 29 日）
世帯数 2,504 世帯
人口 5,247 人
佐呂間町サポーターズ倶楽部人口 2,036 人
合
計
7,283 人
〔前号人口比較 242 人増〕
町民の出生と死亡
さろサポ新規登録
30. 4 月 出生 2 人 死亡 3 人
8人
5 月 出生 4 人 死亡 7 人
22 人
6 月 出生 2 人 死亡 7 人
28 人

抽選会開催
「殻付きホタテ」当選者発表
01185 01235 01254 01286 01610
08012 09019 11080 13048 13062
13086 13123 13149 13194 13322
13457 14112 22006 28020 45002
応援メッセージ紹介
★今年もサロマ湖 100ｋｍマラソンに参加しま
す。4 回目です。気分は第 2 の故郷です。
おいしいものをたくさん食べて元気をもらい
ます！
★毎夏訪問して二十数年。道の駅でのホタテの
浜焼は、毎年の楽しみで美味しく味わってい
ます。今年は、GW と夏の 2 回訪問予定です！
サロマ、サイコー！
★今から、今年の大収穫際が楽しみで仕方あり
ません！大盛況になることを祈念してます!!
★いつもサロマ産のカキ、ホタテ、肉など楽し
みにしています。美味しくいただいています。
一年通していつも美味しいものをありがとう
ございます。
沢山のご応募ありがとうございました!!
掲載できなかった分は、町ＨＰにて掲載しており
ますのでご覧ください。
JAL DE パンプキンキャンペーン

７～9 月に町内で開催されるイベント
・商工会青年部ﾁｬﾘﾃｨｰﾋﾞｱﾊﾟｰﾃｨ
7/28 17:00～交通公園特設会場
・第 5 回さろまちこん 女性参加者募集!!
8/18 17:00～佐呂間町体育館横 BBQ ﾊｳｽ
・シンデレラ夢 2018
9/1～2 18:00～町民センター前広場
・第 23 回サロマ大収穫祭
9/30 10:00～ﾄｰﾖｰﾀｲﾔﾃｽﾄｺｰｽ特設会場
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。

参加空港
女満別、釧路、帯広、千歳、丘珠

他道外空港 29 ヶ所

サロマへ行こう！

かぼちゃの重さを当てて、

佐呂間町植樹祭
5 月 31 日、第 50 回佐呂間町植樹祭が開催されま
した。昨年に引続き旧富丘牧野が会場となり、カシ
ワ 1,000 本、エゾヤマザクラ 100 本、ニトリザクラ
5 本が、関係者・ボランティア合わせ約 100 名の手
によって植樹されました。
今年は、雲行きが悪
く小雨の中での作業と
なりましたが、滞りな
く進み植樹祭を終える
ことが出来ました。苗
木にとっては、恵みの
雨となり根を広げてく
れることでしょう。
終了後は、佐呂間漁協女性部に用意していただい
た、ホタテの稚貝の味噌汁をいただき、労をねぎら
いました。

