佐呂間町物産展情報

【札幌市】
■創生スクエア HTB まつり 9/27（金）～9/29（日）
場所：さっぽろファクトリー
メニュー：ホタテ浜焼き 外

【東京都】

発見

サロマの魅力！

佐呂間町の特産品といえば、抽選会の景品にもな
っているホタテやカキを思い浮かべる方が多いと思
いますが、海の幸・山の幸が豊富な佐呂間町は他に
も沢山の特産品が、まだまだあるんです！！
森永乳業㈱佐呂間工場で作られた北海道バター。

佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク
2019 年
夏号

■町ぐるみ三田納涼カーニバル 7/20(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」
8/24(土)～8/25(日) 場所：港区 麻布十番
メニュー：ホタテ浜焼き 外
←昨年の麻布十番
納涼まつりの様子

平成 29 年度北海道枝肉共励会（団体の部）最優秀
賞を受賞したサロマ豚。
畜産物の安全基準である農場 HACCP に国内第 1 号
で承認され、美味しさだけでなく安全性にもこだわ
ったサロマ和牛。

■みなと区民まつり 10/12(土)～10/13(日)
場所：港区 芝公園
メニュー：ホタテ浜焼き、魚介類
■江東区民まつり中央まつり 10/19(土)～10/20(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 外
■全国交流物産展 in 新橋 10/24(木)～10/25(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、焼き牡蠣、
サロマ豚ジャンボロース串 外

湖内で養殖され、無酸処理でアレルギーの方でも
安心して食べられるサロマ湖のり。
健康ブームで需要が高まり、作付面
積が少なく希少な国産もち麦。

【宮崎県】
■都農町産業まつり 12/1(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

どれもふるさと納税返礼品として取り扱っていま
すので、佐呂間町への「ふるさと応援寄付金」で特
産品を Get する方法もございます！！

佐呂間町役場企画財政課
各物産展には、本町から職員をはじめ関係者が参加
しますので、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

5 月 26 日、全国的な猛暑となりましたが、佐呂間
町では 39.5 度を観測し 5 月全国最高気温を更新いた
しました。そんな、うだるような暑さにも負けず、
町営グラウンドでは野球の試合が行われていまし
た。季節はずれの暑さで全国を賑わした佐呂間町で
すが、ホットなニュースばかりではありません。
昨年の夏にもお伝えした、ホッカイシマエビ漁が
今年も、資源保護のため禁漁となってしまいました。
2 年連続の禁漁のため、昨年は地場産以外のエビを
食べましたが、やはり地元の慣れ親しんだ味には敵
わず、今か今かと漁が開始されるのを待つばかりで
す。
元号が「平成」から新たに「令和」に替わり、2
ヶ月が経ちました。
元号より 1 ヶ月早くリニューアルをしたサポータ
ーズ倶楽部の特典は、ご好評頂いており大変嬉しい
限りです。
また、今年はサロマ応援イベントとして、町内で
開催されるお祭りの来場者を対象とした、抽選会を
行います。詳しくは同封したチラシをご覧ください。
たくさんの方が佐呂間町にお越しいただき、お楽
しみいただければ幸いです。

佐呂間ダイアリー
◆４月
８日 町内小中学校入学式
新入学 若佐小 8 名 佐呂間小 21 名
浜佐呂間小 2 名 佐呂間中 38 名
９日 北海道佐呂間高等学校入学式 新入生 21 名
２７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
２６日 39.5 度で５月全国最高気温更新
２９日 第 51 回佐呂間町植樹祭
◆６月
１９日～７月２日
アラスカ州パーマ市短期交換留学生 9 名来訪
１６日 第 41 回佐呂間町ホルスタイン共進会
３０日 第 34 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（2019 年 6 月 28 日）
世帯数 2,520 世帯
人口 5,179 人
佐呂間町サポーターズ倶楽部人口 2,415 人
合
計
7,594 人
〔前号人口比較 311 人増〕
町民の出生と死亡
さろサポ新規登録
4 月 出生 3 人 死亡 3 人
14 人
5 月 出生 2 人 死亡 6 人
22 人
6 月 出生 3 人 死亡 5 人
47 人

お土産ならココ！！

抽選会開催
「殻付きホタテ」当選者発表
01133 01540 01592 01614 01732
01782 01821 01881 01892 01931
03004 04001 07003 13354 13414
13525 13601 14065 26030 47004
応援メッセージ紹介
★平成 30 年 9 月、初めてサロマに行き、その魅
力にはまりました。一人旅、とにかく「何もし
ない、景色のきれいなところに行く」というだ
けでサロマに行きましたが、すごく綺麗な夕陽
に心が奪われ、時間を忘れるほどゆったり過ご
すことが出来ました。
★佐呂間高校ＯＢです。高校の時、浜佐呂間で
ホタテの耳吊りアルバイトをやっていました。
佐呂間町のＨＰ、時々見て懐かしんでいます。
がんばって下さいネ。
★サロマ湖ウルトラ 100ｋｍマラソンを完走して
自分への褒美としてホタテを沢山買って帰り
たい！ホタテ Love っス！！
ホタテバーガーも食べたいです！！
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
７～１０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
7/27 17:00～交通公園特設会場
・第 6 回さろまちこん 女性参加者募集!!
8/17 17:00～佐呂間町体育館横 BBQ ﾊｳｽ
・シンデレラ夢 2019
9/7～8 18:00～町民センター前広場
・第 24 回サロマ大収穫祭
10/6 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、新千歳、丘珠、函館

他道外 23 ヶ所

サロマへ行こう！

かぼちゃの重さを当てて、

○海産物
・多田商店 佐呂間町字宮前町
TEL：01587-2-3434
・佐呂間町漁業協同組合 佐呂間町字富武士
TEL：01587-2-3324
・北勝水産直売店 佐呂間町字浪速
TEL：01587-6-2002
・渡辺商店 佐呂間町字浜佐呂間
TEL：01587-6-2025
・産直ほりきり 佐呂間町字浜佐呂間
TEL：01587-6-2346
・柴栄水産（電話対応のみ）
TEL：01587-5-2302
・㈱丸幸松永水産（電話対応のみ）
TEL：01587-6-2477
・㈱カネテツ谷川水産（電話対応のみ）
TEL：01587-6-2309
○農畜産物
・Ａコープサロマ 佐呂間町字永代町
TEL：01587-2-3346
・そば処はまほろ 佐呂間町字浜佐呂間
TEL：01587-6-2840
○おかし
・弘内菓子舗 佐呂間町字永代町
TEL：01587-2-3623
・御菓子司 大月 佐呂間町字永代町
TEL：01587-2-3613
・かぼちゃん本舗 佐呂間町字宮前町
TEL：01587-2-3813
・とりた菓子店 佐呂間町字浜佐呂間
TEL：01587-6-2315
佐呂間町観光物産協会の HP では、他にも観光施設や
飲食店の情報も掲載しておりますので、QR コードか
らご覧ください。

