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● 1月
1日 氷川神社境内で新年恒例の 「隆盛み こし」が行わ

と
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2012年広報
2年広報「にいかっぷ」から
から
この 1年を振 り返 ってみました。
ってみました。

● 7月
25日 大津波に備え沿岸部の避難所 8か所に標高を表示 し
た津波避難所看板が設置 される

れる
8日
1月

新冠町成人式に 58人が出席 し新成人
として新たな一歩 を踏み出 しました。

新冠町教育賞 ・教育奨励賞の表彰式が行われ 3名 ・

30日

8日
29日

新冠町成人式が行われ 58人が出席 し新成人 の門
出を祝 う
第 24回昭和新山雪合戦日高地区予選大会が行わ

21日 町より谷口みささんに長寿祝金が贈 られる

れる

24日 道の駅に災害情報表示型自動販売機が設置 される
● 9月
6日 村上美知子 さん ・安田 としさん ・寺田 トミエさん ・
石田正胤 さんに北海道社会福祉協議会長表彰が贈 ら

（交通安全実践者）が贈 られる

3月

ネイチャーズ クラブの 10周年記念が
行われ 120人 を超える方々が集 ま りました。

れる

レ ・コー ド館で少年国内研修交流事業報告会が行
われる

29日

19日 新冠町自治会長等永年勤続表彰式が行われ 12名の
方が表彰 される

「罷の森」に日高管内教育実践表彰が贈 られる

● 3月
10日 レ・コー ド館でネイチャーズ クラブの 10周年記念

25日 町より葛野 イトさんに長寿祝金が贈 られる
26日 伊藤毅一 さんに高齢者叙勲 として旭日単光章が贈 ら
れる

事業が行われる
12日

名須川建材より断熱材 300枚が町に寄贈 される

20日

新冠町酪農振興会が原発事故被災地の酪農家に牧

● 4月
2日 新冠建設協会による市街地道路のボ ランテ ィア清
新冠町和牛センターが稼働する

29日

第 145回天皇賞 （春）でビー トブ ラック号が優勝
を飾 る

3日 町より佐々木ツル さんに長寿祝金が贈 られる
3日 新冠中学校野球部員が小竹町長を訪れ第 4回全日本
少年春季軟式野球北海道大会への出場を報告する
6日

デ ィマシオ美術館」で開催 される
18日 杉本貢氏が教育長に就任する
31日 一般財団法人北海道電気保安協会 との間で災害時の

ランテ ィアで特別養護老人ホーム恵寿荘の花壇に

● 11月
3日 平成 24年度新冠町功労賞贈呈式で 5名の方が表彰

黒毛和牛の生産・
経営の核 となる 「
新
冠町和牛センター」が稼働 しました。

花を植える

電気設備復旧に関する協定が結ばれる

行われる

31日

優勝を飾 る
13日 海馬澤和子 さん、小岩清

● 6月
1日 徳田貢 さんに旭日双光章が贈 られる

22日 新冠町稲作振興会が特別養護老人ホーム恵寿荘に新
米 60㎏ を贈 る
29日 五嶋日出 さんがみついし牛枝肉共励会で最優秀賞に
輝く

4日 町内の 3事業所に対 して消防団協力事業所表示証
が交付 される
8日

にいかっぷピーマンの共同選果が開始 される

8日 松平峰雄 さんに厚生労働大臣表彰が贈 られる
23
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さん、北上鉄夫 さん、遠

藤晁 さんに日高振興局長表彰が贈 られる

ニイカップ クイーン号が道営競馬にデビューし初
戦を圧勝で飾 る

永年 にわた り町 の発展 に多大 の貢献 を
された方 5名が表彰 されました。

11日 第 37回エ リザベス女王杯でレインボーダ リア号が

27日 第 79回東京優駿 （日本ダービー）でデ ィープブ リ
ランテ号が優勝を飾 る

11月

される

21日 新冠町郷土資料館で部分 （金環）日食の観察会が

新冠町産駒 としては 18年振 りに日本
ダービーを制覇 したデ ィープブ リランテ号。

フ リーカメラマン市川潔氏 の写真展が 「太陽 の森

● 5月
21日 大狩部第 2自治会の婦人部 と老人会の皆 さんがボ
4月

市街地住民が よ り早 く高台へ避難 で
きるよう避難階段が増設 されました。

れ新冠町交通安全推進委員会に顕彰が贈 られる

掃が行われる
11日

9月

● 10月
2日 新冠町交通事故死ゼ ロ 1000日達成の伝達式が行わ

草 149ロールを送 る

5月

7月 強 い馬 づ くりに向 け育成公社 に全長
800ｍ高低差 25ｍの坂路馬場が完成 しました。

● 8月
5日 町より細川 トキ ノさんに長寿祝金が贈 られる

● 2月
6日 川村孝一 さん ・吾田茂年 さんに北海道社会貢献賞
10日

日高軽種馬共同育成公社 に 800メー トルの坂路馬
場が新設 される

2団体が表彰 される

● 12月
3日 町田勝雄 さんに藍綬褒章が贈 られる
8日

ど ・こ～れ新冠の第 15回定期公演が行われる

11月

五嶋日出 さんがみついし牛枝肉共励会
で最高位 となる最優秀賞 を受賞 しました。
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