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９月２４日（土）仁木町保健センターにおいて、仁木町
子ども体験塾第４回講座「パティシエになろう！」を開催
し、小学生２８人が参加しました。
今回の講座は、本町と連携協定を結んでいる「株式会社
もりもと」からパティシエを講師として招き、ロールケー
キ作りを行いました。初めて作るという子どもが多く、不
安もありましたが、パティシエの皆さんに丁寧に教えてい
ただき、上手に作ることができました。
ロールケーキ製作後は、昼食用として、生クリームやカ
スタードクリーム、フルーツなどを使用した“生クリーム
食パン”を作り皆で試食。参加した子どもたちは、「楽し
かった」、
「難しかったけど、とてもおいしかった」と大満
足の様子でした。

９月１７日（土）から１９日（月）までの３日間、
黒松内町及び寿都町において、後志管内の２１チーム
が出場し、第３２回北海道少年野球新人戦後志大会兼
高山旗争奪少年野球大会（小学５年生以下）が開催さ
れ、本町からは仁木野球スポーツ少年団が出場しまし
た。
試合は、１回戦から準決勝までの３試合のうち２試
合でコールド勝ちと打線が爆発、相手チームを寄せ付
けず決勝へ進出しました。
決勝戦では、喜茂別・留寿都野球スポーツ少年団と
対戦。投手陣は相手打線を完封、打線は１６得点を奪
う圧巻のコールド勝ちで、見事同大会３連覇を果たし
ました。

（みんな真剣に作っています。）

（みんなで記念撮影）

９月１０日（土）・１１（日）の２日間、仁木町
及び余市町において、北後志の５チームが出場し、
余市ライオンズカップ少年野球大会（小学５年生以
下）が開催され、本町からは仁木野球スポーツ少年
団が出場しました。
試合は、初戦（準々決勝）を８対１、準決勝を７
対１と打線が奮起。また、投手陣が両試合とも相手
打線を１得点に抑えるなど、危なげなく決勝へ進出
しました。
決勝戦では、余市強い子野球少年団と対戦。波に
乗っている打線がこの試合でも爆発し、投手陣も要
所を抑えるなど投打がかみ合い１０対３で勝利。見
事同大会３連覇を果たしました。
（
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準決勝では、強豪チーム・伏古わんぱくボーイズと
対戦。手に汗握る投手戦の末４対３で勝利し、決勝へ進出しました。
決勝戦では、古平野球スポーツ少年団と対戦。打線は相手投手陣を攻略、投手陣も要所を締める好投を
見せ６対２で勝利し、見事初優勝を果たしました。
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果実とやすらぎの里－仁木町

１０月２９日（土）・３０日（日）の２日間、仁木町民センターほかにおいて、第４９回仁木
町文化祭を開催します。なお、観覧は自由となっています。
多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
【作品展示会】
◆日 時 １０月２９日（土）
午前９時００分～午後５時００分
１０月３０日（日）
午前９時００分～午後４時００分
◆会 場 仁木町民センター・交流ホール
及び役場ふれあいホール

【芸能発表会】
◆日 時 １０月２９日（土）
正 午 ～午後４時３０分
◆会 場 仁木町民センター
・多目的文化ホール

や す ら ぎ 大 学
９月２８日（水）ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場
において、第５回仁木町やすらぎ大学を開催し、学生１８
人が参加しました。
今回の学習テーマは「パークゴルフを楽しむ」で、経験
者が初心者にプレーのコツを教えるなど、和気あいあいと
した雰囲気でパークゴルフを存分に楽しみました。
次回（第６回）は、１０月２６日（水）に仁木町文化祭
作品展示会に向け、
「作品を作る」を実施します。

◇仁木みらい塾からのお知らせ◇
第２回講座の開催について
◆日 時
１１月１６日（水）
開 場：午後６時００分
開 演：午後６時３０分
◆会 場
仁木町民センター・多目的文化ホール
◆内 容
依存症について（対応の仕方と解決策）
◆お問い合わせ先

仁木みらい塾（友行）
電話３２－３６６２
仁木町教育委員会（庄司）
電話３２－３６２１

新しいＡＬＴ（外国語指導助手）として８月に
着任したジェイデン先生による英会話教室を開催
します。
なお、参加費・事前申込みは不要です。
多数の参加をお待ちしています！ああああああ
◆日 時 １０月１９日（水）午後６時００分～
◆会 場 仁木町民センター・交流ホール

第５９回仁木町小中学校音楽交歓会
～開催のお知らせ～
◆日 時
１０月２６日（水）午後１時１５分～
◆会 場
仁木町民センター・多目的文化ホール
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１０月１０日（月・祝）
、小学生１６人を含む８０人が参加し、毎年恒例の秋のハイキング大会
（仁木町体育協会主催）を開催しました。
当初はふれあい遊トピア公園に向かう予定でしたが、天候が不安定ということもあり、コースを
旭台方面に変更し、実施しました。
ハイキング後には、仁木
町山村開発センターでビン
ゴゲーム大会を楽しみ、銀
山コミュニティー推進協議
会の皆さんによる豚汁を参
加者全員で美味しくいただ
きました。
（敬称略）

第６７回北海道合唱コンクール
（仁木フルーツ合唱団出場）
◆日
◆会
◆成

時
場
績

１０月２日（日）
旭川市民文化会館・大ホール
銀 賞

第１０回仁木フルーツカップパークゴルフ大会
◆日
◆会
◆成

時
場
績

９月２６日（月）
ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場
（仁木町関係分・上位５名）
男子の部
第 ４ 位 内田 規方
（出場８７人） 第 ６ 位 滝上
馨
第１３位 猪股 道也
第１７位 中村 紀昭
第２２位 山本 昭一
女子の部
第１３位 日野 悦子
（出場６１人） 第２１位 秋山 節子
第２５位 前田百合子
第２７位 山本ツヤ子
第３６位 古川 啓子

第３回仁木町果実の里ペアマッチパークゴルフ大会
◆日
◆会
◆成

時
場
績

「はまなす国体開催記念」第２７回北海道中学生剣道練成大会
（銀山中学校３年生 堀 瑞希さん出場）
◆日
◆会
◆成

時
場
績

９月１８日（日）
砂川市立総合体育館
団体戦優勝（後志 A）

第３０回堤杯小学生リレーカーニバル大会
（仁木陸上スポーツ少年団出場）
◆日
◆会
◆成

時
場
績

９月２２日（木・祝）
小樽市手宮陸上競技場
男子８０ｍハードル
第１位 佐藤 康生（仁木小学校６年生）
第２位 山野井大空（仁木小学校６年生）
６年男子走幅跳
第１位 原田蔵之介（仁木小学校）
第２位 佐藤 康生
６年男子４×１００ｍリレー
第１位 鈴木哉真斗（仁木小学校）
佐藤 康生
山野井大空
原田蔵之介
６年女子走幅跳
第１位 日野 咲夢（仁木小学校）

１０月６日（木）
ふれあい遊トピア公園パークゴルフ場
（仁木町関係分・上位３組）
（出場１２０組） 第 ７ 位 猪股 道也（仁木） 仁木野球スポーツ少年団育成会長杯野球大会
猪股 光子（仁木） （仁木野球スポーツ少年団出場）
第１１位 水野 佳昌（仁木） ◆日 時 １０月１日（土）
秋山 節子（仁木） ◆会 場 ふれあい遊トピア公園野球場
第１３位 門脇
護（仁木） ◆成 績 準優勝
武田 末子（岩見沢）
優秀選手賞 井内 志音（仁木小学校６年生）
仁木球友賞

鶴田

大馳（仁木小学校２年生）

教育委員会ニュースのどこかにニキボー君が隠れています。
どこにいるかな？探してみよう！今月は３カ所です。

Ｐ４

◆日 時
１０月２８日（金）午後４時３０分～（１時間程度）
◆会 場
仁木町保健センター 健康相談室・健康学習室
◆対象者
町内小・中学生
◆定 員
２０人
◆参加費
５００円（生花代として）
◆申込期限 １０月２１日（金）午後５時００分
◆申込先
仁木町教育委員会生涯学習係
◆その他 ・ハサミ（普通の工作ハサミでも可）
、花を生ける器やビン、手を拭く
タオルなどを持参してください。
・仁木町文化祭作品展示会への出品にご協力ください。
・生花の準備の都合上、当日申込みはお受けできませんので、ご了承
ください。

（昨年度の様子）

先人の営みを語る（２８）
仁木町をドライブすると、さくらんぼの木やぶどう畑、たくさんの規則正しく並んだビニールハウスを目にします。
また、大江地区や銀山地区、北町には水田を目にすることができます。
これらの土地は、１３０年ほど前までは、何のとりえもない原野やうっそうとした原始林に覆われ、オオカミが吠え、
ヒグマが歩き回っていた未開地でした。
明治政府は蝦夷地を北海道と改め、広大な土地の開拓に力を入れ、移民の募集をして援助するようにしました。仁木
町でも移民の２～３代目の人たちが工夫を重ねて、現在の農業を築きました。
ところで北海道の農作物を２つに分けてみると、ひとつは寒い地方で作られている作物（冷帯性作物）であり、もう
ひとつは、暖かい地方で作られている作物（暖帯性作物）です。
北海道の気候（夏は冷涼で冬は寒い）に適した作物は、家畜や家禽（かきん（ニワトリ等の鳥）
）の餌になる飼料作物
（牧草・えん麦・大麦・ライ麦等）
、果樹ではリンゴやサクランボが寒い土地に適した作物です。
しかし、北海道へ移住してきた先人は、本州で作っていた暖帯性作物（米・大豆・小豆・ハッカ等）に愛着があり、
それらを作りたがりました。特に日本人の食生活に欠くことのできない米作りは、明治時代に入る以前から試作されて
いました。実りが早く、低温に強く、収穫量の多い品種を作り出すことが、先人たちの強い願いでした。
屯田兵の司令部は、寒い北海道での米作りは無理だと禁止しましたが、やがて品種改良の研究を進めた先人は、優れ
た稲の品種を作り上げていき、北海道に適した米を開発しました。無理と言われた北海道での米作りは、今や全国有数
の米の生産量を誇り、北海道米ブランドは日本中で高い評価を受けています。
先人の努力や開拓精神に、改めて敬意を表したいと思います。
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２６日・第６回仁木町やすらぎ大学「作品を作る」
２６日・第５９回仁木町小中学校音楽交歓会

１０

下
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月

育

２５日・仁木弓道会１０月例射会
・パークゴルフ指導者研修会

２８日・ブックスタート
２８日・秋の子ども生け花教室
２９日・第４９回仁木町文化祭（１日目）
３０日・第４９回仁木町文化祭（２日目）

上
旬
１１

中
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１６日・仁木みらい塾第２回講座

１９日・仁木町子ども体験塾第６回講座

・英会話教室

「自分の力を試してみよう！～体力測定会～」
・第２２回審判長杯ゲートボール大会

月
下
旬

２５日・ブックスタート

２７日・第９回協会長杯卓球大会

３０日・第７回仁木町やすらぎ大学「料理を作る」

２９日・仁木弓道会１１月例射会

・第３８回北後志青少年剣道大会
これら行事のほか、各種団体は定期的に活動しています。
詳しくは、生涯学習係、町民センター、山村開発センターにお問い合わせください。

前号の答え
・１ページ
・１ページ
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最上段「未来」の来
下段「計」のとなり
中段写真机の上
中段写真床
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お問い合わせ、ご相談などがありましたら
学校教育などに関すること
総務学校教育係
社会教育・社会体育に関すること
生涯学習係
学校給食に関すること
学校給食係

