
  

佐呂間町自慢の観光ス

ポット「サロマ湖展望台」

は、サロマ湖を見下ろす幌

岩山の頂上にあります。 

サロマ湖沿いを走る国

道238号から上り口は２ヶ

所ありますが、どちらとも 

4～5ｋｍほど未舗装の曲がりくねった林道が続きま

すので、車の運転には注意が必要です。 

そして、頂上の駐車場からは、ちょっと急な階段を

150 段ほど登ると、どこまでも青く広がるサロマ湖の

全景が見渡せます。 

太陽を背にして見る海の色は光の反射がなく一番

きれいに見えるといわれ、一日中この良い条件で海を

見ることができるのはオホーツク海沿岸が最適だと

いわれています。そこに波の少ないサロマ湖。 

どこまでも透明で感動的な青い空と青い湖の色は

夏から秋の季節が一番のおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サロマ湖展望台備付の雑記帳から 

佐呂間町役場企画財政課 

〒093-0592 

北海道常呂郡佐呂間町永代町３番地１ 

℡ 01587-2-1214 Fax 01587-2-3368 

佐呂間町サポーターズ倶楽部ネットワーク 2016 年 
7 月 

北から吹きつける冷たい風の最前線。南からの温か

い空気は北海道の大地で更に温められて届いてくる。 

みぞれ交じりの雨の日の翌日は夏日。風向き一つで

季節が行ったり来たりするような極端な天気が佐呂間

町の特徴です。6 月 26 日の最高気温は 13.3 度、6 月

29 日の最高は 29.6 度です。 

 ６月。山の木々が新緑に萌えエゾヤマセミが大合唱

を始めると季節は初夏。そして、夏を迎える気持ちの

準備もままならない間に７月、本格的な夏の観光シー

ズンを迎えました。 

 サロマ湖沿いの道の駅サロマ湖の体験農園では、観

光客の到来を待っていましたと言わんばかりにきれい

な花が咲き乱れ、可愛いポニーの馬車も大人気です。 

夏の佐呂間はサロマ湖からそよぐ北風が涼やか。 

木洩れ日ならぬ「カボ洩れ日」の眩しいカボチャの

トンネルに癒されてみませんか。 

サロマンブルーの青い空

と湖が、あなたの時間を 

とめてくれるはずです。 

注）ポニー馬車の営業は 8

月 11 日～16 日の予定。カボ

チャのトンネルは８月中旬

～9 月中旬が見ごろです。 

発見 サロマの魅力！ 
佐呂間町物産展情報 

【東京】 

■港区三田納涼カーニバル 7 月 23 日（土）16：00～ 

  メニュー：ホタテ浜焼きほか 

■港区麻布十番納涼まつり 8 月 27 日（土）～28 日（日） 

  メニュー：ホタテ浜焼きほか 

■みなと区民祭り 10 月 8 日（土）～9 日（日） 

  メニュー：ホタテ浜焼き、サロマジャンボ豚串ほか 

 

【札幌】 

◆さっぽろオータムフェスト 

  9 月 9 日（金）～13 日（火） 

  メニュー 

ホタテ浜焼き 

かぼちゃんパイほか 

  出店：サロマ湖 3 町観光物産振興協議会 

     物産館みのり・かぼちゃん本舗 

 

【サロマイベント情報】 

★シンデレラ夢 2016まつり 

 ９月３日（土）～４日（日） 

  会場：町民センター前広場 

  3日 （夜）夢パレード・夢花火・舞踏会など 

  4日  ジャンボカボチャ重量コンテスト 

     アトラクション・巨大ビンゴ大会など 

★サロマ大収穫祭 

１０月２日（日） 

会場：トーヨータイヤテストコース特設会場 

サロマ湖産ホタテの即売会やサロ

マ牛の丸焼きなど、サロマの山海の

幸が楽しめます。 

小口一郎版画展・栃木資料展示室移設のお知らせ 

佐呂間町民センター改修工事のため、5月 1日～ 

9月 16日の間、佐呂間町図書館で展示しています。 

開館時間：10：00～18：15 

休刊日：月曜日・祝祭日・毎月末日 



 

 山に緑を増やし豊富な森林栄養から

サロマ湖の水質を保全して、豊かな自然

環境を未来へつなぐ。今年で 48回目に

なる佐呂間町植樹祭が6月7日に開催さ

れました。 

当日は町内企業や団体などから 90 名

ほどが参加して、ミズ 

ナラ・サクラの苗木 1000本を町内富丘の町営牧場跡地

に植樹後、佐呂間漁協女性部の皆さんが用意してくれた

ホタテ稚貝の味噌汁に舌鼓をうちました。 

佐呂間町の世帯数と人口（平成 28 年 6 月 30 日） 

世帯数 2,496 世帯  人口   5,405 人 

佐呂間町サポーターズ倶楽部人口   1,120 人 

合  計           6,525 人 

〔前号人口比較  223 人増〕 

町民の出生と死亡        さろサポ新規登録 

28.04 月 出生 3 人 死亡  5 人   28 人 

27.15 月 出生 1 人 死亡  5 人   56 人 

27.16 月 出生 1 人 死亡  3 人   138 人 

→この放流作業は短期間・短時間で行わ

なければならないために多くの作業員が

必要となり、町内外からたくさんの人が

集められて作業にあたります。 

 サロマ湖のホタテ漁は、こんな活気に

満ちた光景でスタートします。 

オホーツク海にはその年の地まき場所

が決められていて、今年放流した稚貝は

３年後に漁獲します。今夜皆様の食卓に

のぼる一個のホタテにもこのような人の

ほどこしが沢山詰まっています。 

佐呂間ダイアリー 

◆４月 

３日 積雪深 0cm日（アメダス観測値） 

６日 町内小中学校入学式 

新入学 若佐小 8名  佐呂間小 29名  

浜佐呂間小 6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 28名 

１６日 サロマ湖展望台道路開通 

２３日 佐呂間ライオンズクラブチャーターナイト 

◆５月 

１４日 元小田医院長、故小田稔氏準町葬執行 

１５日 オホーツク海へのホタテ稚貝放流作業初日 

１８日 宮前町 出口タマさん百寿祝贈呈 

◆６月 

 ３日 朝野球リーグ戦開幕（7チーム） 

 ７日 第 48回佐呂間町植樹祭  

１１日 第 38回佐呂間町家畜共進会 

１２日 栄春まつり（ポニーばん馬・人間ばん馬大会） 

１７日～２９日 

アラスカ州パーマ市短期交換留学生 8名来訪 

２３日 佐呂間町戦没者慰霊祭 

２６日 第 31回サロマ湖 100ｋｍウルトラマラソン 

2016年 5月「殻付きホタテ」抽選会当選番号 
01024 01051 01200 01321 01328 

01355 01436 01456 11026 12006 

13030 13035 13036 13037 13107 

13131 14042 18003 23016 23034 

 ５月１５日早朝、ホタテ養殖漁業の一

大事業「ホタテ稚貝の放流」初日を迎え

ました。 

 サロマ湖内で一年間育てて直径が 5㎝

ほどに成長した稚貝を湖内から水揚げし

て、コンテナに移し変えて岸壁に並べ、

そこで大型の漁船に乗せ替えてオホーツ 

ク海に「地まき」で放流します。 

 一日に 4回繰り返す放流作業は時化の日を除き 23日までの実

質 8日間続けられ、佐呂間漁協では約 9千万粒、サロマ湖三漁協

全体では 6億 5千粒の稚貝をオホーツク海に放流しました。→↑           

↑ 

 国際ウルトラランナーズ協会（ＩＡＵ）

100km世界選手権 2016日本代表選手権大

会を兼ねた、第 31回サロマ湖 100kmウル

トラマラソン大会が 6月 26日に開催され

ました。 

 今年 1月 27日からインターネットで行

われた参加者受け付けは、わずか 31分で

100kmの部 3,550人の定員に達して募集

を締め切るという大人気の大会です。 

 当日は小雨交じりの寒空で 100kmの部

の完走率は 80.5％と、去年を 2.2％下回

りました。 


