
今年も11月と12 月に都内で平取町の物産展が開催されます。
是非会場に足をお運びいただき、故郷に想いを寄せてください。

平取町の物産展のお知らせ

　　日時：	11月 15日（金）10:00～ 18:00　
	 11 月 16日（土）10:00～ 17:00
　　場所：	文京シビックセンター地下２階
	 文京区春日1-16-21
（東京メトロ・丸の内線・南北線：後楽園駅・都営三

田線・大江戸線：春日駅）

文京区にゆかりのある全国の市町村の物産展で、
平取町は北海道日高町村会として出店します。

文京博覧会2019

　　日時：	12月 14日（土）10:00～ 17:00
	 12 月 15日（日）10:00～ 17:00
　　場所：	三軒茶屋ふれあい広場
	 世田谷区三軒茶屋銀座商店街
	 世田谷区太子堂 2-17-1
三軒茶屋駅北口A徒歩 3分

（東急田園都市線、東京メトロ半蔵門線）

今年は、振内町にある「じゃんけんぽん」さんが
「びらとり和牛」による和牛ハンバーグをもって出店
します。是非期待してください。

なまらいいっしょ

北海道フェア2019

ふるさと納税のお願い
私達は平取町への応援の一環として、平取町への「ふるさ
と納税」を推進しています。平取町のホームページ「暮し・
手続」にアクセスするか、又は下記にお問い合わせください。
皆様のご協力をお願いします。
〒055-0192　北海道沙流郡平取町本町 28番地　
平取町役場　観光商工課　商工労働係

TEL:01457-3-7703　
FAX:01457-2-2277
E-mail:b.furusato@town.biratori.hokkaido.jp

会員募集
新規会員の勧誘をお願いします。
以下にご連絡をお願いします。
・平取町役場まちづくり課広報広聴係　
〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町 28番地

TEL：01457-2-2222（直通）　
FAX：01457-2-2277
koho.kocho@town.biratori.lg.jp
・北海道びらとり会会長　廿日岩　久典
〒343-0046 埼玉県越谷市弥栄町 4-1-287
TEL/FAX：048-976-8728　
携帯 090-3246-4858
h-hisa@rg8.so-net.ne.jp
・北海道びらとり会事務局長　須藤　孝夫

〒344-0038 埼玉県春日部市大沼 4-43-2-306

TEL/FAX：048-735-6329　

携帯 090-8344-3938

sudo2689@lagoon.ocn.ne.jp

編集後記
来年（2020 年）の総会は 4月18日（土）です。ご予定をお願い

します。10月19日に平取で開催される「びらとり会」の交流会に

参加します。便り6号でその様子は報告します。昨年の平昌オリン

ピックに続き、今年もNHK朝の連続 TVドラマ「なつぞら」で「北

海道ことば」を聴いています。昭和 20 年～ 30 年代の街並みや家

屋が映し出され当時の振内のことを思い出しています。総会で藤嶋

のぶ子（振内）さんと何十年振りかでお会いし、数秒間で一気に小

学校時代タイムスリップ、幼馴染は良いものですね（廿日岩）。

「北海道びらとり会便り」第 5号では、2019 年度総会のご報告、来年 2020 年度総会の開催案内、藤嶋のぶ子さん（振内町）
ご執筆の「故郷の思い出」、びらとりトマトの販売先、平取町の今と昔、物産展のご案内などを掲載しました。

2019 年度総会は、2019 年 6月8日（土）港区新橋のニュー
新橋ビル 8 階会議室で開催されました。当日は雨を心配し
ていたのですが、何とか降らずに総会が始まるころには薄日
もさし、これまでの総会と同様に天候に恵まれた開催となり
ました。総会には、会員 23名と来賓として平取町からは川
上満町長を含む 6名の計29名が出席しました。

式次第は以下のとおりです。
・会長挨拶	 	 廿日岩久典

・来賓挨拶	平取町長	 川上　満様

・来賓挨拶	平取町議会議長	 千葉　良則様

・胆振東部地震災害募金報告

・2018 年度活動報告

・2018 年度収支決算報告

・2018 年度監査報告

・2019 年度役員選出

・2019 年度活動計画 ( 案 )

平取町からの出席者は以下のとおりです。
・町長	 川上　満様　　　　　　　　

・町議会議長	 千葉　良則様

・びらとり農業協同組合	代表理事組合長	 仲山　浩様

・平取町商工会副会長	 櫻井　幹也様

・まちづくり課課長	 山田　基生様

・同主査　広報広聴係	 以頭　修様

4 月 1 日町役場の人事異動があり当会として大変お世話に
なりましたまちづくり課長の津川様、広報広聴係阿部様が他
部署に異動となりました。紙面を借りてこれまでの多大なる
ご協力に厚く御礼申し上げます。今回の総会には後任の課
長山田様、広報広聴係の以頭様にご出席を頂きました。
2019年度総会は、幹事の山内　銘宮子さん（西東京市）
の司会で進められました。
本会の廿日岩　久典（振内町）会長から昨年の地震災害支
援募金について目標額を大きく上回る協力があり、平取町
の応援団として具体的な活動が出来たこと。また、役員任
期 2 年間を振り返り、広報びらとりで本会を取り上げていた
だいたことや本会の便り発行などで会員数が設立時 49 名か
ら67名に増えたものの応援団活動にはまだネットワークを広
げる必要があるとして会員勧誘の呼びかけをしました。
紙面の関係上、総会資料の提示を省略します。ご了承をお
願します。

2019年度総会

2019.10.10

「北海道びらとり会」は、関東圏在住

者で平取町出身者及び平取町にゆか

りのある方の交流と親睦を図るととも

に平取町の振興発展に寄与することを

目的に設立された会で、北海道に平

取町という町が存在することをわかって

もらおうという思いを込めて「北海道び

らとり会」と命名しました。

発行：北海道びらとり会

発行日：2019 年 10月10日
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北海道びらとり会便り
東京 05号



懇親会は、銀座ライオン新橋店の宴会場に場所を移し、総
会に出席された全員が参加し、総会に引き続き山内　銘宮
子幹事の司会で進められました。安田 忍副会長の開会の
挨拶で会は始まり、仲山 浩びらとり農業協同組合代表理事
組合長のご来賓挨拶を頂き、櫻井　幹也平取町商工会副
会長のご発声による乾杯で、宴会が始まりました。
今年も恒例の参加者全員による自己紹介がありました。お
一人お一人のコメントに新しい発見があり、そのコメントを基
に話題が沸騰、やはり故郷を同じくする人達の集まりで共通
の話題で話が尽きず大変な盛り上がりをみせました。また、
皆さんの故郷を思う気持ちが随所ににじみ出ていました。こ
の雰囲気を同郷の多くの首都圏在住の皆様にも共有して頂
き、平取町への応援に結び付けたいと思います。
話は尽きなかったのですが時間となり、山口　繁（本町）
幹事の三本締めで、懇親会は盛会のうちにお開きとなりまし
た。来年も皆様のご参加をお待ちしています。

川上　満町長からは、昨年の地震災害募金のお礼が述べ
られ、本格的な復興に向けて動き出しているのでご安心くだ
さいとの力強いお話がありました。今年、平取町は1899
年（明治 32 年）に門別戸長役場から平取八ヶ村として分
村して以来120年になる節目の年に50年前の建物から新し
く平取町国民健康保険病院が 7 月にオープンすること、ア
イヌ文化の伝承事業に関連して平取町アイヌ文化情報セン
ターや二風谷アイヌ文化博物館を是非見学してほしいと
述べられました。
今回新しく町議会議長に就任された千葉　良則様からは、
平取の農業は元気に動いており、トマトや和牛などは道内は
もとより本州からも注目されていること、若手の工芸者が育っ
ていること、平取町にもアイヌ文化博物館などを中心に外国
人観光客が増えていることなどのお話がありました。
次いで、議事に入り、以下の審議事項について、承認され
ました。
・2018 年度活動報告	 ・2018 年度監査報告

・2018 年度収支決算報告	 ・2019 年度役員選出

任期満了に伴う役員改選が行われ、以下の方が選任され
ました。今後 2 年間この役員構成で本会は運営されます。
皆様のご協力をお願いします。
会長	 廿日岩　久典（振内）

副会長	 高橋　直人（豊糠）　　　

	 安田　忍（岩知志）

幹事	 清水　洋司（川向）　　　　　　　　　　　　　　

	 山口　繁（本町）　　　　　　　　

	 山内　銘宮子（西東京市）

会計	 坂本　貢一（荷菜）

監査	 佐藤　福一（荷菜）

	 鹿戸　春二（小平）

事務局長	 須藤　孝夫（岩知志）

・2019 年度活動計画 (案 )
須藤　孝夫（岩知志）事務局長より説明がありました。
2018 年度活動計画とほぼ同じですが、2019 年度では、
びらとり会交流会参加と平取町訪問が追加されました。
・年１回総会を開催する。

・びらとり会交流会参加・平取町を訪問する。

・ふるさと納税を推進する。

・特産品の宣伝と斡旋をする。

高橋　直人（豊糠）副会長の閉会の挨拶に続き、参加者
全員で記念撮影を行い、2019 年度総会は終了しました。

懇親会

来年 2020 年の総会は、4 月 18 日 ( 土 ) 午後 2 時より開
催いたします。皆様多数のご参加をお待ちしています。懇
親会を利用して、クラス会や同郷の会を企画しては如何で
しょうか。是非ご検討をお願いします。また、話題提供のた
めの新しい企画も検討中です。ご期待ください。開催場所
などは、来年に入りましたら改めてご案内しますが今からご
予定をお願いします。

2020年度総会は、
4月18日（土）に開催します

 私の心の故郷ふるさと、それは振内です。昭和 28 年

4 月から昭和 30 年 4 月まで、私の父は、振内小学校

の校長でした。私は小学 3 年、4 年生とたったの 2 年

間しか振内には居ませんでしたが、インパクトの強い懐

かしい振内です。同期はみんな仲良く、学校に行くの

が楽しみの毎日でした。

故郷の思い出  「心の故
ふるさと

郷　振内」        藤嶋のぶ子（振内）

数値で平取町の今と昔を比較し、現在の平取町をみてみよ
う企画の第 2 弾として「農業、商業及びトマト栽培農家の
変遷」を取り上げました。半世紀前と人口が最も多かった年
を現在と比較しました。
データは、町役場のまちづくり課より、また、町政要覧など
の資料を頂き、こちらで一部作成しました。ご協力ありがと
うございました。
最も人口の多かった 1958 年及び現在のデータがありませ
んので、近い年代の数値を参考としました。農家戸数は、
1959 年の 1,258 から2015 年には 288、商店数も1968
年の 204 から2018 年 72（小売・飲食・宿泊のみ）と大
幅に減少しています。

平取町の今と昔 一方、町の中核産業の一つになっているびらとりトマトの栽
培農家戸数は 1972 年 6 戸の試作から始まり、現在 160
戸強と大幅に戸数が増えています。びらとりトマトに注力す
る意気込みがこの数値からも窺われます。益々の発展を期
待します。

　赴任したばかりの若き美人の若松　トキ先生が担任

となりいまだに年賀状のやり取りをしています。去年も

「びらとり温泉ゆから」で同期会が予定され、楽しみ

に飛行機の切符までとって行こうとしていましたら胆振

東部地震で行けなくなりました。皆が元気のうちに今

年もやろうということで、2019 年（令和元年）9 月

27 日に開催します。若松先生は一廻り上の 87 歳で

す。何年か前の同期会で集合写真を撮りましたら「誰

が先生か、わからないぞ、先生若いなあ」と男子から

声があがりました。元気でこういう集まりがあればでき

る限り出席しようと思います。ちなみに、会長の廿日岩　

久典氏も振内小学校の同期です。

年代 人口 農家戸数 商店数

1958年* 13,657 1,258	a 159	b

1968年** 11,769 1,008 204

2018年 5,133 288	c 72	d

*：最も人口の多かった年**：半世紀前
a）：1959年　b）：1962年　c)：2015年
d）小売・飲食・宿泊のみ　

1972年 1992年 2012年 2018年

戸数 6 81 166 162

人口 9,851 7,120 5,567 5,133

びらとりトマトの販売先
当会の総会に毎回ご臨席を頂いております「びらとり農業
協同組合代表理事組合長」の仲山　浩様より関東圏のび
らとりトマトの販売先をお聞きしました。
皆様にはこの情報を基に、是非ご購入をお願いします。
・サミット　
・生活協同組合コープデリ連合会
・CGC グループ（関東）　
・ライフコーポレーション（関東）
・ベルク
・イオングループ（関東）
・カスミ
・東急ストア
・三和
・相鉄ローゼン
・いなげや
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