no.853

笑顔と夢を
未来につなぐまち

2020
わたしを

知っていますか？

（答えは 頁）

12

6

退任にあたって

その先に叶えたい目標と夢を
前置戸町長

2

井

広報おけと ２０２０.６

上

久

男

「志は、やる気や元気の源である」儒学者、孟子
の言葉ですが、同じ仕事をしていても、その先に
叶えたい目標や夢を持っている人といない人とで
は、やる気や成果が変わります。どんな物事にも
志をもって取り組みましょう。そうすれば、積極
的に行動できるようになり、毎日がいきいきしま
す。と言うことのようです。
思い返しますと、平成12年６月10日に町長に就
任してから20年の歳月が経ちました。その間、町
民の皆様より幾多のご厚情やご指導を賜り、ひた
すら置戸町の発展のために全力投球をしてまいり
ました。
町村合併をはじめ地方分権による自治のあり様
や北見卸売市場が破綻し、置戸町民の食べ物をど
のように確保していくか、網走本線・池北線そし
て第３セクター鉄道のふるさと銀河線と続いた十
勝と網走を結ぶ鉄道が95年の歴史をもって幕を閉
じたことなど厳しい試練もありました。
しかし、開町100周年記念の事業展開に象徴さ
れるように、町の個性や町民の気質を大切にして、
精一杯の仕事をやり得たことは、私の生涯にとっ
てこの上ない喜びでございます。これも多くの皆
様からお寄せいただいた力強いご支援と温かいご
厚誼によるもので、深く感謝を申し上げます。
今、日本の社会全体がグローバル化やインター
ネットの普及を背景に社会が大きく変化し、価値
観の多様化が一層進んでいます。
国際社会も国内事情もそして私たちの身近な環
境も日々変化しています。厳しい経済環境の中で、
急速に押し寄せた少子高齢化に対応すべく第６次
総合計画もスタートいたしました。新体制の下、
町政の舵取りは、まだまだ難しい状況が続くもの
と存じますが、町民みんなが協調し合って、住み
よい郷土置戸をつくるため、頑張っていただきた
いと思いますし、町民の一人として大いに期待し
ております。
公私ともに筆舌に尽くしがたいお世話を賜りま
したことに心からお礼申し上げ、置戸町の限りな
い発展と皆様のご健勝をご祈念申し上げ、退任に
あたりご挨拶をさせていただきます。
ありがとうございました。

このたびの任期満了に伴う置戸町長選挙におき
まして、町民の皆様をはじめ多くの方々の力強い
ご支援と温かいご厚情を賜り、初当選の栄誉に浴
し町政の舵取りを担わせていただくこととなりま
した。
本町は平野鈴太郎氏が現在の北光の地に開拓の
鍬をおろして117年、明治・大正・昭和・平成を経
て令和の時代を迎えました。この間、昭和35年に
は13,000人を超えた人口も、林業・林産業の衰退
等による過疎化により、今や2,800人となりました。
現在、少子高齢化が進行し、日本全体が人口減
少社会へと変貌し、さらに新型コロナウィルス対
策により、教育から働き方、そして住民生活まで
が大きな変化を余儀なくされる激動の年となりま
した。
一方「笑顔と夢を未来につなぐまちおけと」をテ
ーマとした第６次置戸町総合計画のスタート年で
あり、大きな一歩を踏み出すきっかけとなります。
私は今回、秀峰クマネシリの残雪をのぞみ、耕
した大地に整然と植えられた作物を見ながら、町
民の皆様とお話しする機会を得て、
「なんとこの町
は美しいのだろう。
」
「この町の人はこんなにも温
かいのだろうか。
」と思い、56年間この町で暮らし、
役場で働いてきても気付かない事がたくさんある
と実感し、町長としてその責任の重さも感じてお
ります。
私は「幸せは、人がつくる」という信念に基づき、
「まちづくりは人づくり」であると思います。誰も
が社会に育まれ、共に社会を創る「社会共育」の
実現を目指し、町政を進めたいと考えております。
歴史から文化、多くの先人が残した足跡を大切に
し、若者や移住者等の新たな風を受け入れながら、
新しい時代の置戸町を切り拓いてまいります。
地方行政の環境は厳しさを増していますが町職
員が一丸となり、皆様のご意見・ご指導いただき、
多くの課題に果敢に取り組んでまいりますので、
ご理解とご協力をお願い申し上げまして、町長就
任のあいさつとさせていただきます。

就任にあたって

まちづくりは人づくり
置戸町長

深

川

正
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後期高齢者医療制度のお知らせ
令 和２年度の保 険 料のお支 払いと
保 険 証（被保 険者 証 ）の一 斉更 新について
■７月に保 険 料 額をお 知らせします
令和２年度の保険料につきましては、７月に個別にお知らせします。

《保険料の計算方法》

均

等

割

【1人当たりの額】

5 2, 04 8 円

所

＋

得

割

【本人の所得に応じた額】

＝

（令和元年中の所得－33万円）×

10.98％

１年間の保険料
【限度額64万円】
（100円未満切り捨て）

○ １年間の保険料の上限額は、令和２年度は64万円になります。
○ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※ 「所得」とは、前年の
「収入」から必要経費
（公的年金等控除額や給与所得控除額など）を引いたものです。

◆ 保 険 料の軽 減
①均等割の軽減 （年額）
●軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
●被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
●65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を引いた額で判定します。
対象者の所得要件
（世帯主及び世帯の被保険者全員
の軽減判定所得の合計額）
33万円以下かつ被保険者全員の所得なし
（年金収入のみの場合80万円以下）

均等割の軽減割合
本則

元年度

２年度

８割

３年度
７割

７割

33万円以下

8.5割

7.75割

33万円＋
（28万５千円×被保険者数）以下

５割

５割

33万円＋
（52万円×被保険者数）以下

２割

２割

７割

※令和２年度から、均等割５割軽減・２割軽減の軽減判定所得が拡充されました。				
令和２年度から、軽減特例の見直しにより8.5割軽減から7.75割軽減、８割軽減から７割軽減に変更になり
ました。

②被用者保険の被扶養者だった方の軽減
●この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がか
からず、制度加入から２年を経過していない期間のみ均等割が５割軽減となります
（52,048円→26,024円）。
※被 用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民健
康保険等は含まれません。

■保 険 料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、町民生活課医療給付係へご相談ください。
災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮し、保険料のお支払いが困
難な方については、保険料の減免を受けられる場合があります。
4
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■保 険 料のお支 払い方法
保険料のお支払いは、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。

「口座振替」を希望される方は、町民生活課医療給付係へお申し出ください。
（お申込みに必要なもの：ご本人の保険証・お支払いする口座の預金通帳とお届け印）

●「年金からのお支払い」から「口座振替」に切り替わる時期は、お申し出の時期により異なります。
●税申告の際の「社会保険料控除」は、お支払いする方に適用されます。
（年金からのお支払いの場合、お支払いいただくご本人の社会保険料控除の対象になります）

■保 険 証が 新しくなります（橙色→水色）
現在ご使用の橙色の保険証の有効期限が本年７月31日をもって満了と
なるため、８月以降は使用できなくなります。
７月中に新しい保険証を交付しますので、お手元に届きましたら、水色
の保険証をご使用ください。
○新しい保険証の有効期限は、令和３年７月31日です。
○紛失したときや、汚れたときは再交付しますので、町民生活課
医療給付係までお申し出ください。

新しい保険証は水色です

■減額 認定証（限 度額 適 用・標 準負 担額 減 額 認 定証 ）も新しくなります（黄緑色→黄色）
現在ご使用の黄緑色の減額認定証の有効期限が本年７月31日をもって満了となるため、
８月以降は使用できなくなります。有効期間は保険証と同じく１年間です。
引き続き交付対象に該当する方は７月中に減額認定証を交付しますので、８月１日からは黄色
の減額認定証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、
町民生活課医療給付係へ申請してください。
減額認定証の交付対象…次の区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方
区 分 Ⅱ
区 分 Ⅰ

○ 世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、
次のいずれかに該当する方
○ 世帯全員の所得が０円の方

（公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下の方）

○ 老齢福祉年金を受給されている方

新しい減額認定証は黄色です

■ 限 度 証（ 限 度 額 適 用 認 定 証 ）も新しくなります（ 黄 緑色→黄 色）
現在ご使用の黄緑色の限度証の有効期限が本年７月31日をもって満了となるため、８月以降
は使用できなくなります。有効期間は保険証と同じく１年間です。
引き続き交付対象に該当する方は７月中に限度証を交付しますので、８月１日からは黄色の限
度証をご使用ください。
新たに必要となる方は、下記の交付要件に該当することをご確認の上、
町民生活課医療給付係へ申請してください。
限度証の交付対象…次の３区分のうち、現役並みⅠまたは現役並みⅡに該当する方
現役並みⅢ
現役並みⅡ
現役並みⅠ

住民税課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯
にいる被保険者の方
現役並みⅢに該当せず、住民税課税所得が380万円以上の被保険
者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並みⅢ・Ⅱに該当しない３割負担の方と、その方と同一世帯
にいる被保険者の方

新しい限度証は黄色です
【お問い合わせ】
町民生活課医療給付係（☎52-3315）または北海道後期高齢者医療広域連合（☎011-290-5601）
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平成30年度

置戸町の財務書類
を公表します
一般企業の会計手法で計算しました
地方自治体の会計制度は、「現金主義会計」と
呼ばれ、現金の収入と支出の記録に重点を置いた
ものとなっています。しかし、現金主義会計だけ
では、資産や債務の実態をつかみにくいことから、
民間で採用されている「発生主義会計」の考え方
を取り入れた財務書類の作成が求められました。
置戸町では平成20年度決算より、国から示され
た「基準モデル」で財務書類を作成してきました
が、当初から作成方法が自治体間で異なり、比較
ができないなどの課題がありました。

このため国は、平成26年４月、全国の自治体に
対して「統一的な基準」に基づく財務書類の作成
を要請しました。
置戸町では平成27年度決算から、この「統一的
な基準」に基づく財務書類４表（「貸借対照表」
「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資
金収支計算書」）を作成しましたので公表します。
なお、今回公表する内容は一般会計、特別会計
を連結したものです。

資金収支計算書

純資産変動計算書

行政コスト計算書

現金の流れを示すもので、その収支
を性質に応じて区分して表示していま
す。町のどのような活動に資金が必要
とされ、どのようにまかなわれている
かを把握することができます。

町の純資産が年度中にどのように増
減したかを明らかにするものです。

町の経済的な活動に伴う経費と、そ
の活動の提供による収入（使用料・手
数料など）を明らかにするものです。

年度当初の
資金残高
経常的な収支
毎年度継続的に収入、
支出される収支額

資本的な収支
固定資産や基金など
の収支額

財務的な収支
町債などの収支額

年度末の
資金残高

6

2.0

億円

2.2

億円

▲2.3

億円

▲0.1

億円

1.8

億円
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年度当初の
純資産残高

●純行政コスト
行政サービスの収入
の不足分である純行
政コストは、町税や
地方交付税などでま
かなうため、純資産
を減少させます。

239

億円

行政サービスに
要する費用
●人にかかる経費

▲ 51.9

億円

6.0

億円

●物にかかる経費

●その他の増減
町税や地方交付税な
どの収入による増や、
減価償却や除却によ
る減など

43.4

26.9

億円

230

億円

2.7

億円

使用料や手数料
など

億円 【純行政コスト】

●その他の経費

年度末の
純資産残高

行政サービスで
徴収した収入

21.7

億円

51.9

億円

経常費用から経
常収益を引いた
額

貸 借 対 照 表
貸借対照表とは、会計年度末の町の保有している資産（表の左側）と、その
資産がどのような財源（表の右側）でまかなわれているのかを一目で分かるよ
うにした財務書類です。

資産の部

負債の部

（これまで積み上げてきた資産）

（将来負担する額）

財務書類の分析には、さまざ
まな比率がありますが、主なも
のを公表いたします。

①純資産比率

【地方債】

●事業用の資産

103

85

億円

億円

土地・建物・立木など

【その他】

億円
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道路・橋梁・水道など

●資金

1.8

71％

総資産に占める純資産の割合
で、将来世代にも利用可能な資
産を残したことになります。

②負債比率

40％

総資産に対する負債の割合を
表し、この比率が低いほど財政
状況が健全であることを示しま
す。

●産業や生活の基盤となる資産

175

財務分析

億円

リースしている資産に対する
支払残高や職員に対する手当
などの支払い予定額など

億円

③資産老朽化比率 63％
建物や工作物など耐用年数の
ある資産について、取得してか
らどのくらい経過しているか各
資産の老朽化の度合いを表した
ものです。

④住民一人当たりの資産、
負債、純行政コスト

純資産の部
（町の正味財産）
●その他

230

42.2

億円

億円

資産から負債を引いた額

基金・貸付金など

資産の
合 計

資産
1,123万円
負債
320万円
純行政コスト
180万円

322

億円

矢印の金額は一致します。
▲はマイナスを表します。

負債及び
純資産の
合
計

322

億円

⑤社会資本形成の世代間
比率
24％
現在整備されている社会資本
（土地、建物、道路など）を、
地方債などの負債によってどの
くらい調達したかを示す比率で
す。この比率が低いほど将来世
代への負担が残らないことを表
し、財政状況が健全であるとい
えます。
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今月の担当

6月４日～10日は
「歯と口の健康週間」
近年の調査研究から、歯周病が糖尿病、心
臓病、肥満などの生活習慣病と関係し、互いに
影響しあうことが明らかとなりました。歯の生
活習慣病「歯周病」を治療、予防することは全
身の健康づくりにつながります。

■成人の８割がかかっている
「歯周病」とは？
歯にこびりついた歯垢（プラーク）にすみつく
「歯周病菌」の繁殖により起こる感染症です。歯
そのものではなく、歯肉に炎症をおこします。

◆ Step１
歯周病検診（定期歯科健診）を受けて、
歯周病の有無を確認。

地域福祉センター
健康推進係長

木根

里子

地域福祉センター健康推進係
（☎５２－３３３３）

◆ Step ２
歯周病と診断されたらまず治療。
治療により歯周病菌が減ると…
・血糖値が改善される（歯周病菌は血糖値を下
げるホルモン「インスリン」の働きを妨げる）
・心臓病のリスクが下がる（歯周病菌は動脈硬化
をすすめる）

◆ Step ３
予防も大切。
・毎日のお手入れ（歯みがきや歯間ブラシの活用）
・禁煙（喫煙は歯肉にタバコ煙が接触するため、
直接の原因であり、歯周病の治療効果が出にく
く、治りにくい）
・ドライマウスの改善（唾液が少ないと歯周病菌
が繁殖しやすくなる）

■唾液腺マッサージでドライマウスを改善！
唾液腺を刺激して、唾液の分泌を実感しましょう。ストレスや緊張で、口の渇きや粘つきを感じた時に
も効果的です。

じ

か せん

耳下腺
指全 体で耳の前、
上の奥歯のあたり
を後ろから前に円
をえがく。
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がっ か せん

ぜっ か せん

親指を顎の骨の内
側の柔らかい部分
に当て、５か所く
らい順番に押す。

両手の親指をそろ
えて、顎の下から
グッと押す。

顎下腺

舌下線

新型コロナウイルスの影響で運動の機会が減ってしまい、
体力低下を気にしている方もいらっしゃるのではないでしょ
うか。今回は、加齢によって筋肉量が減ってくる下半身を
鍛える運動を中心に、自宅でできる運動プログラムを紹介
します。
※自宅で実践する時は、足元が滑らないように気を付けて
ください。

カラダスッキリ
トレーニング！

１．フロントランジ（下半身全体の筋肉と体幹を鍛える）
今回の内容を

②

①

Y o u T u b eで

左右交互に
10回を１セット

①両手は頭の後ろで組み、両足を

②上半身は床と垂直を保ったまま、片

骨盤の幅に開いて、
つま先をまっ

足を大きく前に踏み出す。前に出し

すぐ前に向けて立つ。

た足の膝が90度になるまで体を沈み
込ませる。

２．
サイドランジ（太もも前・太もも裏・内ももを鍛える）

視聴できます

腰の高さを一定に
保ち左右交互に
10回を１セット

①
②

②

②
重心を右側へ移動させながら右脚を曲げていく。頭や腰の高さを変えないように真横に
水平に移動する。次に反対側も同じように動作を行う。

３．スーパーマン（背中・お尻・太もも裏を鍛える）
①

②

ゆっくりと①②を繰
り返す。途中で床に
手足がつかないよう
にする。
10回を１セット

①うつ伏せになり両手を体の横に広

②息を吐きながらゆっくりと胸を床か

げて、手のひらを前向きにする。足は

ら持ち上げ上半身を起こす。手は耳

そろえて後ろにまっすぐ伸ばす。

と同じくらいの高さをキープ
２０２０.６ 広報おけと
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Oketo
5.25
T

Oketo
5.27
T

OPICS

OPICS

公共牧場で放牧はじまる

医療従事者の皆さんへ感謝と励ましを

陸別町との境界に広がる町営釧北牧場では５月
25日から放牧が始まり、町内から220頭余りの乳
牛・肉用牛が入牧しました。トラックに乗って運
ばれてきた牛たちは、職員が手分けして一頭ずつ
耳標番号の確認や体重測定、消毒などを行いまし
た。広大な牧場へ放された牛たちは、10月下旬ま
で同牧場でのびのびと飼育され、一回り大きく育
って各酪農家のもとへ戻っていきます。

置戸中学校生徒会は青少年赤十字の活動として、
新型コロナウイルス感染症患者の治療に取り組む
北見赤十字病院と遠軽厚生病院に、生徒たちの感
謝の言葉を寄せた色紙を送りました。同校生徒会
はメッセージカード50人分を配布、取りまとめて
各25人分で２枚の色紙を制作。色紙は５月27日、
生徒会長の中原蘭さんのつづった感謝と励ましの
手紙と合わせて郵送で両病院へ届けました。

Oketo
5.31
T

OPICS

ＯＧＦ白花豆プロジェクト2020始動！
ＯＧＦ実行委員会（代表：松﨑真也実行委員
長）は、町からの借入金を返済するための資金づ
くりとして、「白花豆プロジェクト2020」を企画。
５月31日、実行委員や町内外の応援者など32人が
参加し、勝山地区で白花豆の種を蒔きました。生
育にあわせて「竹差し」などの農作業を行い、実
りの秋を目指します。今後の活動内容や日程は、
ＳＮＳなどで周知し広く参加を呼び掛けていく予
定です。
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Oketo
6.3
T

OPICS

町内の小中学生へ、牛乳贈呈券寄贈
コロナ禍の影響による学校の休校などで消費が
減った分の牛乳を飲んでもらおうと、きたみらい
農協と北見市、置戸町、訓子府町などでつくる北
見地区農業振興連絡協議会は、町内の小中学生に
牛乳贈呈券165枚（一人当たり＠200円）を寄贈し
ました。６月３日、西川孝範組合長と倉本秀樹町
酪農推進協議会長が役場庁舎を訪れ、平野毅教育
長へ牛乳贈呈券を手渡しました。

水菜とトマトの
サンラータン

「情報メールおけと」で
緊急情報をいち早く入手！
利用登録することで、お持ちの携帯電話やス
マートフォンに緊急情報、コロナ関連情報などを
いち早くお届けします。
■情報メールおけと登録方法■
①touroku@i.town.oketo.hokkaido.jpに空メール
を送信します。（または下記のＱＲコードから）
②送信後、数分以内に登録用ＵＲＬが記載された
メールが届きます。メール内容の確認をした後、
配信カテゴリを選択し、【メール配信登録】をク
リックしてください。③登録が
完了した後、数分以内に登録完
了のお知らせメールが届き、手
続きは終了です。
■総務課防災係（☎52-3311）
新型コロナウイルス感染防止の
３つの基本である①身体的距離
の確保、②マスクの着用、③手
洗いや、「３密（密集、密接、
密閉）」を避ける等の「新しい
生活様式」を実践しましょう。
ただし、夏季の気温・湿度が高いときや運動中
は、「水分補給」や「適宜マスクをはずす」な
ど熱中症予防対策を必ずとりましょう！

方
に来た する
町
戸
置
を紹介

１人分
117ｋcal
食塩相当量1.4g
材料（４人分）………………………………………
水菜（３㎝長さに切る）３本、トマト（１㎝角に
切る）100ｇ、ネギ（斜め薄切り）50ｇ、しめじ
（ほぐす）50ｇ、春雨20ｇ、Ａ【昆布だし３カッ
プ、酒大さじ３、黒酢大さじ１・1/2】Ｂ【コ
チュジャン小さじ２/３、醤油小さじ２、塩小さ
じ1/3】ゴマ油小さじ２、黒いりゴマ小さじ２、
とき卵２個分
作り方…………………………………………………
➊春雨は水で洗い、数回水を変えて浸水する。
➋鍋を熱してゴマ油を入れ、ネギとしめじを炒め
る。トマトとＡを加え、煮立ったらアクを取り除
き、ふたをして弱火で３分ほど煮る。
❸Ｂを加えて混ぜ、中火にして水菜を加える。し
んなりとしたらとき卵を回し入れ、半熟状になっ
たら火を消す。お椀に盛りゴマをふって完成。
ワンポイント…………………………………………
お酢ではなくトマトの酸味を利用した、酸味が強
すぎない食べやすいサンラータンです。

みなさん、
こんにちは
た

なか

さとし

田中 聡さん

網走中部森林管理署
署長
【出身は】江別市生まれ
【前任地は】十勝東部森
林管理署
【ご家族は】妻
【趣味は】ドライブ、ジョギング
【皆さんへ一言】町に森林管理署があってよかった
と思っていただけるように、地域に根ざした取り
組みをしていきたいと考えていますので、よろし
くお願いいたします。

やま だ

ゆう き

山田 雄輝さん
置戸中学校
教頭

【出身は】東京都生まれ
【前任地は】北見市立北
中学校
【ご家族は】妻、子２人
【趣味は】運動、料理、木工
【皆さんへ一言】昨年、置戸中とバレーの合同練習
で交流があり、置戸町とのご縁を感じました。今
後もご縁を大切にしながら、まちのいろいろな活
動に取り組んでいきたいと思っています。
２０２０.６ 広報おけと
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2020年６月号

女児

朱栞（しゅり） 宮下

5/4

○篠木雄一郎
素美

男児

高虎（たかとら） 秋田

5/13

琥太郎（こたろう） 勝山新生 5/28

人の動き

編集後記

☆コロナ禍の中、井上町長から深川町長へ
まちづくりのバトンが引き継がれました。
５期20年という長い間、重責を担った井上
町長、大変お疲れさまでした。新緑の季節、
まちの皆さんとともに、新しい置戸町のま
ちづくりが始まります。
祐
○

○窪田

廣

71歳

若木

5/7

○笠原

隆

86歳

豊住

5/10

○宇野

鉄夫

78歳

新光

5/13

○卜部

寅一

93歳

秋田

5/14

○佐渡

とくよ

97歳

緑清園

5/17

〇鎌田

和子

90歳

緑清園

5/19

〇齊藤

秀彦

67歳

豊住

5/24

○三谷

良

緑清園

5/31

104歳

●世帯数

1,413世帯（－７世帯）

●人

2,795人（－10人）

口

●男1,296人（－５人）女1,499人（－５人）
令和２年５月31日現在（ ）内は４月末比

広報おけと ２０２０.６

no.853

■今月号の表紙：大空へ飛び立とうとするアオサギは、森林体験交流センター前に設置されており、全長７.８ｍ、
幅７ｍ、重量1,425㎏の鉄製。おけとの自然と調和した野外彫刻は、必見の価値あり。
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準也
美咲

発行／置戸町

－

ニューヨークで活動していた金属

彫刻家のロベルト・フリオ・ベッシ

ン。いとこにあたるカレン・ベッシ

ンが英語指導助手を務めていたこと

がきっかけで、家族とともに置戸町

に移住し、平成４～７年まで過ごし

ました。

4/27

男児

動物学を学び、環境問題や野生生

愛椛（まなか） 宮下

拓也
純枝

物に関心を強く持っていた彼は、お

女児

○石垣

－

■お悔やみ申し上げます

将貴
麻純

○佐藤

けとの野鳥をモチーフに、鉄や青銅

○水野

などの金属棒を溶接した透過性のあ

喜びと悲しみ（敬称略）

■ご出生おめでとうございます

る作品を制作しました。町内で見ら

れる野外彫刻は、森林工芸館前のシ

マフクロウ、森林交流体験センター

前のアオサギ、おけと勝山温泉ゆぅ

ゆ前のシロハヤブサ、拓殖パークゴ

ルフ場内のクマゲラ親子、大通りポ

ケットパーク内のフクロウ親子。お

けとの自然と調和する躍動感ある作

品は、ランドマークとなっています。

今回の写真は平成７年、ロベルト

が置戸高校にオオワシの彫刻を寄贈

する様子です。このオオワシは、現

在、同校の玄関ロビー壁面に設置さ

語りつぐ歴史と証言）

れ、生徒たちを見守っています。

（参考
：

広報おけと

どなたでしょう？

写真で語る
おけと

町内に野外彫刻を制作した金属彫刻家
ロベルト・フリオ・ベッシンを紹介します。

この外国人は

