佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク

発見 サロマの魅力！
3 月 21 日東京都の靖国神社にあるソメイヨシノが
開花発表され、3 月 30 日に満開となりました。
北海道では例年、札幌市が 4 月下旬から 5 月上旬
頃に開花し、そこから数日から 10 日程経過して佐呂
間町も開花となります。
そのため、北海道ではゴールデンウィークに満開
となり、連休を利用してお花見をする人も数多くい
ます。
佐呂間町には桜の木が少ないですが、若佐神社や
浜佐呂間神社、道の駅サロマ湖で、綺麗に咲いてい
る桜を見ることが出来ます。
皆様お住まいの地で平成最後の花見をして、ゴー
ルデンウィークに佐呂間町で令和に変わって最初の
花見をしてみてはいかがでしょうか。

4 月 1 日より、佐呂間町サポーターズ倶楽部会員
特典がリニューアルいたしました！下記のとおり変
更となりましたので、ご利用の際はご注意ください。
①サロマ特選品あじわい市場
・注文先を「道の駅サロマ湖」に統一しました。
・各号限定 20 様に送料の半額(1,000 円上限)を
負担いたします。
②宿泊特典
・宿泊後日に申込ハガキにて、注文していただい
ておりましたが、
「道の駅サロマ湖」での引換と
させていただきました。
※交通機関の都合で来店できない場合、宿泊施設
にチェックインをする前に来店している場合な
どは、宿泊施設より倶楽部事務局まで連絡いた
だくこととなっていますので、宿泊施設担当者
にご相談ください。
リニューアルした特典で、佐呂間町の魅力をより
一層感じていただき、身近なまち・第 2 のふるさと
となれれば幸いです。
また、佐呂間町応援イベントとして、佐呂間町で
行われる「かぼちゃ祭り」
、「サロマ大収穫祭」の開
催に合わせ、当倶楽部会員を対象としたイベントの
実施を企画しています。
詳しくは、次号のサロマの風に掲載いたしますの
で、今しばらくお待ちください。
会員の皆さんが、楽しくご利用できる倶楽部とな
るよう、努めてまいりますのでご意見等ございまし
たら、下記までご連絡ください。

佐呂間町役場企画財政課
住所変更など、サポーターズ倶楽部会員登録情報に
変更があった場合は、電話・メール等ご自身が連絡
しやすい方法で構いませんので、速やかにご連絡を
お願いします。
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いつもより早い雪解けを迎えた、佐呂間町。
スキー場は、例年よりも 1 週間以上早く終了し、
ブルームボールの町内リーグもまた同様に終了い
たしました。
しかしながら、暖かくなっては寒くなりの繰り
返しで、路上の雪も解けたり積もったりと本格的
な春到来とはなりません。
そんな中でも、漁業はオホーツク海の帆立取込
船の操業開始、農業は 4 月下旬に植える苗の準備
が始まり、佐呂間町の冬眠が終わりを告げました。
自然豊な地域に住んでいる方は、春になり草木
が芽吹くと、山菜取りに向かう方もいらっしゃる
かと思います。
山菜の中でも「行者にんにく」は、北海道では
「アイヌネギ」と言う名で親しまれており、醤油
漬けやおひたしで食べるのが一般的だと思います
が、町内の精肉店・焼肉店特製の味付きジンギス
カンと一緒に食べるのが、佐呂間町の春の味覚で
す！
山菜採りに山へ入る際は、熊や遭難に気をつけ
て、春の訪れを楽しみましょう！

佐呂間ダイアリー

サポーターズ倶楽部４周年

◆１月
１３日 成人式（新成人 37 名出席）
２２日 芸術文化表彰式
（佐呂間高校吹奏楽局全国大会出場）
２９日 若佐保育所雪中運動会
３０日 佐呂間保育所雪中運動会
◆２月
１６日 かまくら雪まつり前夜祭
１７日 第 20 回かまくら雪まつり
サイエンスキャラバン
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２０日 第 5 回寿大学「学園祭」
２３日 子育て講座「スノーシュー体験」
（町内小学生 17 名参加）
◆３月
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地域別会員数
北海道（880名）

佐呂間高校卒業式（卒業生 26 名）
佐呂間中学校卒業式（卒業生 39 名）
佐呂間小学校卒業式（卒業生 30 名）
若佐小学校卒業式（卒業生 5 名）
浜佐呂間小学校卒業式（卒業生 4 名）
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中部（149名）
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近畿（169名）

中国（27名）

佐呂間町の世帯数と人口（平成 31 年 3 月 31 日）

四国（17名）

44%

九州（43名）

世帯数 2,451 世帯
人口 5,126 人
佐呂間町サポーターズ倶楽部人口 2,360 人
合
計
7,486 人
〔前号人口比較 40 人減〕
町民の出生と死亡
さろサポ新規登録
31. 1 月 出生 5 人 死亡 6 人
16 人
2 月 出生 2 人 死亡 10 人
14 人
3 月 出生 1 人 死亡 6 人
12 人

海外（1名）

2%

平成 31 年 3 月 31 日現在
町の公式 Twitter、公式 Facebook でも佐呂間町の情報
を掲載しております。ぜひご覧ください。

日頃からサポーターズ倶楽部の活動にご理解、ご
協力いただき、誠にありがとうございます。
今年の 7 月をもちまして、サポーターズ倶楽部創
設から 4 周年を迎えます。会員皆様からいただくメ
ッセージは、倶楽部運営の力になっており、大変嬉
しく思います。
左のグラフは、過去 4 年間のサポーターズ倶楽部
の会員数の推移と、地域別の会員数をまとめたもの
です。
会員数は、平成 31 年 3 月 31 日現在で 2,360 名と
なり、PR の場が多い関東が一番多く、北海道と合わ
せて 8 割以上を占めております。年間の加入数は減
少傾向にありますが、昨年 10 月末にサポーターズ倶
楽部会員の全国制覇を達成し、全都道府県に点在す
る会員皆様のおかげで、佐呂間町の知名度が上がっ
ているものと思われます。
しかしながら、昨年度目標としていた、会員数
2,500 人を達成することが出来なかったため、PR 方
法や会員特典の向上を図り、昨年度加入数の 373 人
を上回る 400 人加入を今年度の目標として、佐呂間
町を日本全国に PR していきたいと思います。
最後に、サポーターズ倶楽部の活動は、会員皆様
によって支えられており、佐呂間町の人口の約 45％
にもなる沢山の方々に応援いただいていること、深
く御礼申し上げます。今後とも佐呂間町を応援いた
だき、足を運んでいただければ幸いです。
改めて、佐呂間町サポーターズ倶楽部をよろしく
お願いいたします。

