
　会員の皆様からの投稿をお待ちしています。便りを会員相互の情
報交換の場としてもご利用下さい。内容は自由、字数、締め切り期
日は問いません。宛先（廿日岩 久典）は以下のとおりです。

郵送の場合：〒 343-0046　越谷市弥栄町 4-1-287
FAX の場合：048-978-8728
メールの場合：h-hisa@rg8.so-net.ne.jp

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 観光商工課 広報広聴係

〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町 28番地

TEL：01457-3-7703（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

　「北海道びらとり会便り」第 10 号では、2022 年度総
会について、平取町商工会会長櫻井　幹也さんからの特
別寄稿、林　一廣さん ( 小平 )ご執筆の故郷の思い出、
また、10 号発行の機会にこれまで皆様にお届けした 1～
10 号までの内容について掲載しました。

　例年、北海道びらとり会の総会は、6 月に開催
しています。しかし、首都圏では一向に新型コロ
ナウイルス感染は衰えをみせておりません。また、
現在のところ今後の感染状況の見通しも立ちませ
ん。このような感染状況を踏まえ、持回り役員会

本年（2022年）の総会について

2022.04.01

「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
編集： 廿日岩 久典　泉 典子
発行日：2022 年４月１日

で総会開催を検討した結果、本年 6 月に予定して
いた 2022 度北海道びらとり会総会の開催は断念
することになりましたので、お知らせ致します。こ
の夏に再度、感染状況や社会情勢をみて、秋の
総会開催の可能性を検討することといたしました。
どうぞご了承下さい。

編集後記

会 員 募 集 皆様の投稿をお待ちしております

　平取町商工会櫻井会長には、ご多忙のところご無理をお願い
して特別寄稿して頂きました。商工会の「創業支援」により、
令和 3 年度では平取町内に新たに 4 件の開業があったことは、
過疎化が進む故郷の活性化に繋がると期待します。また、ネッ
トを活用した販売スタイルなどは、故郷を離れた私たちも大い
に協力できることだと思います。
　北京冬期オリンピックのカーリングをみていて、北海道新聞 1
月 26 日の電子版を思い出しました。我が故郷、振内の振内カー
リング場が営業を開始したとの記事です。日高管内唯一の競技
場だとか。このカーリング場から、いつの日かオリンピック選手
が出ることを期待しています。
　予定していた 6 月の総会は断念しましたが、秋には皆様とお
会いできるよう願ってやみません。私事ですが、1 月末に 3 回
目のワクチンを接種しました。皆様、どうぞご自愛ください。
（廿日岩）。

〒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 観光商工係

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

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。

　2021 年 5 月平取町商工会会長に就任され
た櫻井会長に平取町商工会の現状や今後の取
り組みなどの原稿をお願いしたところご快諾を

平取町商工会 会長 櫻井 幹也さんからの特別寄稿文
頂き、櫻井会長より特別寄稿していただきました。
是非、ご一読いただき我がふるさと平取に思いを
寄せて下さい。
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 私は平取町小平出身の昭和 23 年 6 月生まれ現在

73 歳です。平取中学を昭和 39 年 3 月卒業、昭和

42 年 3 月高校卒業、昭和 46 年 3 月に大学を卒業し

国内の金融機関に就職し、その後外資系の金融機関

に転職し71 歳まで働いた。現在は埼玉県川口市に住

んでいる。

 外資系の金融機関では約 30 年以上勤務したので主

に米国、オーストラリアには出張とトレニーで多くの

時間を外国で過ごすことがあった。米国ではボストン

市から車で 3 ～４時間のまるで平取町のような山あり

川あり牧場があり故郷を思い出す郊外のブラットルボ

ロー町の大学院で社会人留学した。オーストラリアも

空港からシドニー市内までの景色は千歳空港から平取

故
ふるさと

郷の思い出      林　一廣(小平)

町に向かう雄大な平原が私にはとても似ているように

感じた。会社勤めから離れて川口市で関東を代表す

る荒川堤のサイクリングロードを歩いたり、自転車を

走らせている毎日である。この荒川は沙流川より大き

いがこの川を見ながら沙流川の畔で遊んだ子供の頃

を思い出す。また埼玉県には小学、中学を一緒に過

ごした平取町出身の坂本君、佐藤君、原田君とは定

期的に会って故郷平取での少年時代の思い出話しを

しながら酒の肴にしている。この先も健康に留意しな

がら故郷平取町の思い出話を埼玉県に住んでいる仲

間と続けたい。皆んなで故郷を想う気持ちと自慢の

故郷平取町を喧伝したい。最近は平取町特産のトマ

トは東京のセレブに周知のようです。

遠くにて故郷を想う

　北海道びらとり会だより発行にあたり一言ご挨拶申し上げます。

　皆様には、日頃から我が町びらとり町に対するご支援、ご協力を頂いていること
に対し厚く御礼申し上げます。
　また、首都圏における皆様のご活躍と会員相互の交流と親睦を図られておられる
ことにつきまして敬意を表する次第です。
　当商工会の伴走型支援事業では、世田谷区三軒茶屋商店街での「なまらいいっしょ北海道フェア」において、
特産品である「アイヌ伝統工芸品」や「びらとり和牛加工品」の販売ブースに、廿日岩会長様はじめメンバーの方々
には、わざわざ会場までお越しいただき、激励や近況の報告を頂くなど、出店者並びに関係者一同心強く感じ
ているところであり、心から感謝申し上げる次第です。
　さて、新型コロナ感染症拡大から丸 2 年が経ちますが、その影響が未だ収束をみない状況下にあり、関東
圏の皆様におかれましても不都合やご労苦に見舞われていることと拝察いたします。当町におきましても、飲食
店を始めとして人流抑制などによる売上減少などで、相変わらず厳しい状況は続いてはおりますが、そんな中
でもお店によっては、試行錯誤を繰り返し新商品の開発や新たな販売手段の構築を手掛けるなど、光明を見出
しつつ売上を伸ばすお店もあるなど、従来にも増して努力する姿も見受けられます。また商工会が重点目標の
一つとして掲げている「創業支援」により、令和 3 年度では新たに 4 件の開業と次年度に向けた開業準備を
支援するなどの好材料もあり、高齢化、後継者不足により廃業が加速している我が町にあって、持続可能な商
店街のあるべき姿を役職員共々日々模索している状態です。
　今後においては、町内購買はもとより、ネットを活用した販売スタイルや PR など積極的な取組にも支援す
るなど、皆様の故郷である平取町の、コロナ後の再興に向け、従前にも増して躍動感のある地域づくりを念頭
に力を尽くしてまいる所存ですので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、北海道びらとり会の益 の々ご発展と皆様の公私にわたるご活躍とご健勝を祈念し、ご挨拶と致します。

平取町商工会 会長　櫻井幹也

　会員の皆様、平取町役場の皆様そしてこれまで執筆

いただいた方々のご協力により北海道びらとり会便（以

下、便り）を遅滞なく発行することができました。この

場を借りて皆様に厚く御礼申し上げます。便り10 号発

行の機会にこれまでの歩みを振り返ってみました。

　北海道びらとり会は、2017 年 6 月に設立されました

が、びらとり会の存在を知って頂く必要があると考え、

2017 年「広報びらとり」7，8 月合併号で本会の特集

を大きく組んで頂きました。ただ、自らは行動を起こさ

ず平取町に任せてばかりでよいのかという思いがよぎり、

北海道びらとり会便り 10 号発行までの歩み

総会・懇親会の様子を伝えるとともに本会の存在を知っ

て頂く情報発信ツールそして会員相互の情報交換の場と

してミニ新聞みたいなものを作ってはどうかと思い立ち、

便りとして発行するに至りました。

　これまで発行した便りの内容の概要を以下に示しま

す。3 号からは、泉 典子さん（本町）に編集に加わって

いただき紙面を一新することができました。感謝です。

便りは、平取町の HP の「平取町ガイド」の「びらとり会」

に発行の都度、格納されています。

1号（2017年 10月20日発行）
びらとり会設立の経緯、設立総会・懇親会の様子

6号（2020年 2月10日発行）
2020 年度総会開催案内、平取町 120 年記念びらとり会交流
会、平取義経なるこ会、故郷の思い出（須藤孝夫さん）、都内
開催平取町物産展報告

2号（2018年 4月10日発行）
2018 年度総会開催案内、高橋直人さん最優秀作詞賞受賞、
故郷の思い出（すずらん祭り・高橋直人さん）・平取町の今と昔

（教育環境の変遷）

7号（2020年 9月30日発行）
2020 年度総会中止案内、川上町長退任挨拶文、遠藤町長就任、
故郷の思い出（山口 繁さん）

3号（2018年 10月10日発行）
胆振日高東部地震支援募金、2018 年度総会・懇親会の様子、
故郷の思い出（山内銘宮子さん）、都内開催平取町物産展案内

8号（2021年 4月15日発行）
2021 年度総会中止案内、活動報告・会計報告（紙面）、
遠藤町長特別寄稿、

4号（2019年 4月6日発行）
胆振日高東部地震支援募金報告、2019 年度総会開催案内、
故郷の思い出（定時制の思い出・鹿糖新治さん）、都内開催平
取町物産展報告

9号（2021年 10月10日発行）
びらとり農業協同組合仲山組合長特別寄稿、
故郷の思い出（今の時代には経験のできない思い出・安田 忍さ
ん）、都内開催平取町物産展中止案内

5号（2019年 10月10日発行）
2019 年度総会・懇親会の様子、故郷の思い出（心の故郷 振
内・尾野のぶ子さん）、平取町の今と昔（農業・商業・トマト栽培
の変遷）、びらとりトマト販売先（首都圏）、都内開催平取町物産
展案内

10号（2022年 4月1日発行）
2022 年度総会について、平取町商工会櫻井会長 特別寄稿、
故郷の思い出（遠くにて故郷を想う 林　一廣さん）、10 号発行
までの歩み
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