発見 サロマの魅力！
地産地消第２弾！ ～サロマの豚肉～
サロマの魅力発見！地産地消シリーズ第２弾とい
たしまして、今回は、会員の皆さんに、養豚農家が努
力を重ねブランド化に成功したうまい豚肉！その名
も〝サロマ豚〟をご紹介いたします。
町内にわずか４戸しかない養豚農家が、
「安全なも
のを安心して食べてもらいたい」という強い思いを
持ち、豚にストレスを与えない飼育環境を整え、健康
な豚を育てるために飼養管理を徹底するなど、日々
努力を続け、ブランド化を実現したのが〝サロマ豚
四軒團〟です。
〝サロマ豚四軒團〟は、クセも無く、あっさりとし
ているのに豚肉本来の旨味があるということでとて
も人気があり、口にした方は舌鼓を打ちます。
佐呂間町にお越しの際は、佐呂間の味自慢！〝サ
ロマ豚四軒團〟をぜひ、ご堪能ください。

【写真上】そば処 ほん多屋
自慢のサロマ豚のとんかつに秘伝の特製タレで
味付けしたかつ丼は絶品です!!
○住所：北海道常呂郡佐呂間町字永代町５９
○T E L：０１５８７－２－２６２０
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。

商工会青年部
新型コロナウイルス感染防止のため、全国各地で
イベントが中止となる中、佐呂間町商工会青年部は、
外出せずに参加できるイベントとして YouTube の生
配信によるオンライン抽選会を 7 月 26 日(日)に開
催いたします。
おうち時間を充実させる数多くの景品の中には、
特産品のサロマ牛や地元焼肉店のお肉が用意されて
いるほか、遠出が良く思われないご時世のため、佐
呂間町内宿泊施設のペア宿泊券もございます。
ここまで紹介しておきながら申し訳ありません！
町民限定のイベントのため、会員の皆様は参加する
ことができません、、
、
ですが、今後は佐呂間町の魅力発信を予定してい
るようなので、ぜひともチャンネル登録と高評価を
お願いいたします。
佐呂間町商工会青年部のチャンネルは、下記 QR コ
ードを読み取っていただくほか、YouTube で検索し
ていただければアクセスすることができます。

佐呂間町商工会 HP
https://r.goope.jp/saroma/
佐呂間町商工会青年部 YouTube チャンネル
https://m.youtube.com/channel/UCpJkWSHdA1U2x03
u8CREgOg

佐呂間町役場企画財政課
〒093-0592
北海道常呂郡佐呂間町字永代町３番地１
℡ 01587-2-1214 Fax 01587-2-3368
E-mail sarosapo@town.saroma.hokkaido.jp

佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク
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7 月 3 日(金)、88 日ぶりに北海道での新たなコロ
ナウイルス感染者が 0 人となりました。しかし、東
京都では 7 月 9 日(木)に 224 名と過去最大の感染者
が出ているため、県をまたぐ移動が可能となったこ
とからも、感染防止対策の手を緩めることはできま
せん。
コロナによる外出自粛は悪いことばかりではな
く、高度インターネット通信の需要が高まり、光通
信の普及率が低い佐呂間町は、国の補助を活用して
町内全域に光環境を整備することが決定しました！
コロナ禍での都心生活から田舎暮らしをお考えの
方は、オホーツクの中心に位置し、周辺都市へのア
クセスが便利な佐呂間町も移住先の候補地として検
討してみてはいかがでしょうか？
コロナだけでなく令和 2 年 7 月豪雨で、九州地
方、中部地方を中心に甚大な被害が出ていること、
関東地方では首都直下地震の前兆となるような地震
が多発していることなど、日本全体が暗くなってお
りますが、この便りで会員の皆様に少しでも明るい
ニュースをお届けできればと思います。

メール配信開始!!

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 9 名 佐呂間小 17 名
浜佐呂間小 5 名 佐呂間中 39 名
８日 北海道佐呂間高等学校入学式 新入生 12 名
◆５月
１１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
下旬 第 52 回佐呂間町植樹祭 中止
◆６月
中旬～７月上旬
アラスカ州パーマ市短期交換留学 中止
２８日 第 35 回サロマ湖 100ｋｍウルトラマラソン
中止
佐呂間町の世帯数と人口（2020 年 6 月 30 日）
世帯数 2,464 世帯
人口 5,022 人
佐呂間町サポーターズ倶楽部人口
2,787 人
合
計
7,809 人
〔前号人口比較 18 人増〕
町民の出生と死亡
さろサポ新規登録
4 月 出生 2 人 死亡 6 人
11 人
5 月 出生 1 人 死亡 7 人
21 人
6 月 出生 1 人 死亡 7 人
20 人
例年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
中止
・第 7 回さろまちこん
中止
・シンデレラ夢 2020
9/5～6 中止
・第 25 回サロマ大収穫祭
10/4
中止
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。

「殻付きホタテ」当選者発表
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01676 01947 011033
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03001
13043
13724
28003

応援メッセージ紹介
★毎号楽しみに見ています！「サロマのそば」記
事を見て、食べに行きたくなっています。また
一つ楽しみが増えました！
★毎年北海道に帰った際には、美味しいホタテや
海苔を食べにお邪魔しています。今年はコロナ
のため、佐呂間町に遊びに行けるかわかりませ
んが、遠くから応援してます！
★ふるさと納税の返礼品である、サロマ豚厚切り
ロースが届きました。ものすごく柔らかく、絶
品でした！巣ごもり最中のご褒美です。リピー
トしてほしいと家族の評判も上々です！
★昨年、初めてかぼちゃ祭りを見に行き、超ビッ
グなかぼちゃに驚きました！とても楽しかっ
たです！
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。

新型コロナウイルスの影響により、リモート化・
オンライン化が推進されていることから、佐呂間町
サポーターズ倶楽部ではメール配信を開始いたしま
した！
メールアドレスを登録することで、年に 4 回送付
している「あじわい市場」とは別の特産品情報など
をいち早く受け取ることができます。
今回は、道の駅「サロマ湖」に隣接する「物産館
みのり」と、海苔養殖を行っている「谷川水産」の
チラシを同封しておりますのでご確認ください。
また、申込みの際にメールを記載していただいた
方には、既にメール配信を行い同封したチラシの配
信を行っています。本便り配信方法のアンケートを
併せて行ったところ、沢山の方にご回答いただきま
した。ご協力ありがとうございます！
メール受信ができなかったメールアドレスが数多
くありましたので、メール配信を希望される方は、
下記メールアドレスまでご連絡お願いいたします。
佐呂間町サポーターズ倶楽部事務局 E-mail
sarosapo@town.saroma.hokkaido.jp

道の駅「サロマ湖」に併設されている体験農園に
ドッグランが新設されました！大型犬用と中・小型
犬用に分かれているので、小さなワンちゃんでも安
心してお使いいただけます。コロナ禍明けのワンち
ゃんとのおでかけにぜひご利用ください！

