
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨宮 21 号も汽笛でお出迎え…「丸瀬布森林公園いこいの森」4/29 OPEN 
 

■開 園 式…４月２９日（木）１０時から 

      ※開園式終了後、雨宮２１号が運行します 

■問い合わせ先…丸瀬布総合支所産業課（℡0158-47-2213） 

 

ファミリー愛ランドＹＯＵ   4/29 OPEN                                                       
 

■開園期間…４月２９日（木）～１０月１１日（月）９時３０分～１７時 

      ※９月２２日（水）以降は１６時まで 

 ■休 園 日…毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日） 

       ※４/２９～５/５の GW 期間は無休。 

■住  所…湧別町志撫子  道の駅愛ランド湧別併設 

 ■入 園 料…遊具乗り放題券 1,600 円（３歳以上）  

※回数券もあります。 

■問い合わせ先…ファミリー愛ランドＹＯＵ（℡01586-8-2450） 

 

 

 

 

 

 

 
 

サイクルモノレール、グレートポセイドン、観覧車やゴーカート

など小さいお子様から大人まで楽しめるアトラクションがたくさ

ん揃っています。 

４月のイベント・施設情報 

例年、多くの方にご利用いただいております「森林公演いこいの森」

がいよいよオープン!! 

北海道遺産 森林鉄道蒸気機関車「雨宮(あめみや)２１号」の運行も

スタートします。いこいの森では、道内屈指の人気を集める「キャン

プ場」や、「軌道用自転車(トロッコ)」をはじめ、愛犬家の為に「ド

ッグラン」も整備!!  釣り好きの皆さんには、園内を流れる川で渓流

釣りも楽しめます。 

さあ、今年の GW も「森林公園いこいの森」で春の一時を満喫してみ

ては･･･。 

遠軽町・佐呂間町・湧別町 

～あなたの暮らしをサポートする生涯学習情報紙～ 

 

編 集 ・ 発 行 

遠軽地区教育委員会協議会 

令和 3 年 4 月 1 日発行 

4 月～6 月開催分 第 133 号 

 少しずつ暖かくなり、だんだん春らしくなってきました。 

 さて、４月から５月にかけて遠軽地区にある施設がオープンを迎えます。４月は「丸瀬布森林公園い

こいの森」、「ファミリー愛ランド YOU」、５月は「佐呂間町武道館・温水プール「Star」」となってい

ます。 

 たくさんのご来場、お待ちしております。 



しかけ絵本展示 
 

■日  時…４月１３日（火）～４月２８日（水）１０時～１８時１５分 

※期間中の休館日：４月１９日（月）、２６日（月） 

 ■会  場…佐呂間町立図書館 

■入 場 料…無料 

 ■問い合わせ先…佐呂間町立図書館（℡01587-2-2215） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021 かみゆうべつチューリップフェア 
 

■日  時…５月１日（土）～６月上旬 ※開花状況により変動あり ８時～１８時：入園は１７時３０分まで 

 ■会  場…湧別町かみゆうべつチューリップ公園（湧別町上湧別屯田市街地） 

 ■入 場 料…大人：600 円（500 円） 小人：300 円（250 円）※（ ）内は１０人以上の団体割引 

シーズン券 大人：1,000 円 小人：500 円 

 ■問い合わせ先…湧別町観光協会（℡01586-8-7356） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

佐呂間町武道館・温水プール「Star」 5/1 OPEN 
 

■営業期間…5 月 1 日（土）～１０月３１日（日） 

※5 月 3 日（月）～６日（木）は休館になります 

■営業時間…火～金：１３時～２１時 

（６月中旬から９月上旬まで１０時～２１時） 

土・日：１０時～１７時 

※祝日の営業時間は曜日に準じます 

■休 館 日…毎週月曜日及び祝日の翌日 

■施設概要…競泳用プール ２５m×７コース、水深１.２m～１.３m 

      小児用プール １５m×３コース、水深７５cm 

      幼児用プール 水深４５cm 

■入 館 料…当日使用料   大人： 300 円  高校生：  200 円  小・中学生：100 円 

回数券（6 枚） 大人：1,500 円  高校生：1,000 円  小・中学生：500 円 

※シーズン券の金額についてはお問い合わせください。 

 ■問い合わせ先…佐呂間町武道館・温水プール「Ｓｔａｒ」（℡01587-2-2261） 

※上記は温水プールの内容となります。武道館・トレーニングルーム・ランニングコースの利用 

については別途お問い合わせください。 

 

 

 

５月のイベント・施設情報 

４月２３日（金）の「子ども読書の日」にあわせて、しかけ絵本の展

示を絵本コーナーで行います。ページをめくると飛び出すしかけ・動

くしかけを、ゆっくりお楽しみください。 

７ｈａの広大な畑におよそ２００品種、70 万本の鮮やかなチュー

リップが一面に咲き誇る景色はまさに絶景です。チューリップの

掘取体験販売などを行います。 

開花状況は公式ホームページからご確認ください。 

［HP アドレス www.town.yubetsu.lg.jp/tulippark］ 

 



遠軽町埋蔵文化財センター・白滝ジオパーク交流センター 
 

 

■開館時間…９時～１７時 

 ■休 館 日…５月１日～１０月３１日：無休 

 ■入 館 料…埋蔵文化財センター：一般     320 円  

高校生以下  160 円  

幼児     無  料 

        白滝ジオパーク交流センター：無料 

 ■住   所…遠軽町白滝138 番地 1（白滝総合支所併設） 

 ■問い合わせ先…白滝ジオパーク交流センター（℡0158-48-2020） 

 

 

 
 

  

第４９回 まるせっぷ藤まつり  
 

■日  時…６月６日（日）１０時～１５時 

 ■会  場…丸瀬布弘政寺・平和山公園 

 ■入 場 料…無料 

 ■問い合わせ先…丸瀬布総合支所 産業課（℡0158-47-2213） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本原画巡回展「たぬきの花よめ道中」 
 

■日  時…６月１８日（金）～６月２９日（火）１０時～１８時１５分 

期間中の休館日：６月２１日（月）、２８日（月） 

 ■会  場…佐呂間町立図書館 

■入 場 料…無料 

 ■問い合わせ先…佐呂間町立図書館（℡01587-2-2215） 

 

 

 

 

 

 

※同展示を湧別町、遠軽町がそれぞれ７月前半と後半に実施します。 

 

 

 

 

 

 

６月のイベント 

火山が生んだ天然ガラス「黒曜石」から地球と人の歴史を楽

しく学ぶことができます。５月１日～５日は GW イベントを

開催予定です。「白滝ジオパーク」で検索！ 

[HP アドレス http://geopark.engaru.jp/] 

今年で 4９回目を迎えるまるせっぷ藤まつり。著名人によるステ

ージショーをはじめ、「遠軽高校吹奏楽局演奏会」、丸瀬布地域の

特産物を山ほど提供「ドキドキ抽選会」などなど･･･。 

また、あたり一面に咲き乱れる藤のほのかな香りを楽しみながら

の「野だて」等内容も盛り沢山!! 

咲き競う、約 200 株の藤の花の競演もお見逃しなく!! 

絵本「たぬきの花よめ道中」（最上 一平 作・町田 尚子 絵・岩崎書店 刊）

の原画展を開催します！  

都会へよめいりするたぬきの花よめを描いたかわいらしい絵本の、貴重

な原画の数々を間近で見られます。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、イベントの内容変更及び中止することがありますので、あらかじめご了承く

ださい。ご不明な点に関しては、各問い合わせ先までご連絡ください。 



なな・なんと情報に掲載希望の情報を募集いたします。遠軽地区全体にお知らせしたい情報がありましたら各町

教育委員会（教育センター）までご連絡ください。発行は偶数月で年６回を予定しています。ただし、営利・宗教・

政治を目的としたものは掲載できません。また紙面の都合上、掲載できない場合もありますので、ご了承ください。 

角谷政衛（新潟県出身） 

 

 

 

 

 

 

 

今回の話は、「角谷
す み や

政
まさ

衛
え

」、1892 年（明治 25 年）に湧別村の内陸：野上に入った和

人の話である。 

（※秋葉 實調べでは『明治 22 年遠軽最初の入植者は田畑定吉：会津藩士』とある。） 

 角谷政衛｛1852 年（嘉永 5 年）5 月 16 日－1916 年（大正 5 年 11 月 16 日）｝は 

新潟県魚沼郡神立村荒戸の出身。1892 年（明治 25 年）11 月に野上に入る。その時 40 

歳であった。妻タカと共に渡道して、1891 年（明治 24 年）従兄の笛田茂作を頼って紋 

別に来る。六号野上駅逓の開設に際して取扱人の笛田茂作の委嘱で管理人となり、明治 25 

年 11 月に着任し開駅した。 

 笛田茂作は当時、紋別で酒造業を営んでいた。笛田茂作の死去に伴い､1893 年（明治 

26 年）8 月に 2 代目取扱人になる。しかし、通行宿泊者はごく稀で 12 月から 4 月まで 

は交通が途絶え無収入であった。隣の 7 号駅逓では 10 年間で取扱管理人が四人も代わっ 

ている。そこで野上駅逓では駅逓以外の農業収入と 7 自給体制をはかるために、1895 年（明治 28 年）4 月、内地

にいた 15 歳の長男：栄政を連れて来て、駅逓付属地の開墾を始めた。駅逓の米味噌は時おり来る休箔者に備えるの

みで、麦や芋を常食とし、副食は山菜の塩漬け等であったが、豊富なサケ、マスにより辛うじて栄養失調を免れるこ

とができた。隣駅の 5 号・7 号まで、それぞれ約五里、一番近い民家が四里離れた中湧別の徳弘正輝家であり、他は

中湧別や丸瀬布にアイヌの人々が点在しているだけで、日用品はもちろん灯油一升、米一升求めるにも遠く紋別とか

網走、旭川へ行かねばならない。 

 1898 年（明治 31 年）に中央道路が郵便逓送路線になり通行宿泊人が急増し駅逓収入が年数千円に達した。1897

年（明治 30 年）11 月に牧場用地として 49 町歩の貸付を受けて農場経営に着手した。1910 年（明治 43 年）に

払下げを受ける。政衛は 1908 年（明治 41 年）からは逓送経営を栄政に任せ、農場経営に専念した。栄政によると、

1912 年（明治 44 年）9 月 25 日網走本線が野付牛まで開通するまでに「少なくても 400 回は北見峠を越え旭川

を往復した（年 22 回）」と述懐している。 

 

 

笛
ふえ

 田
だ

 茂
も

 作
さく

 1842 年（天保 13 年）12 月 8 日－1893 年（明治 26 年）7 月 30 日 52 才没 
 6 号駅逓初代取扱人：笛田茂作について、角谷政衛の従兄という記録があるが、昭和 42 年～44 年に曽孫の笛田幸

一氏から数々の資料が送られてきた。この地方の開発功労者の一人であることがわかった。 

 茂作は 1842 年（天保 13 年）12 月 8 日越後国魚沼郡神立村で出生。1881 年（明治 14 年）5 月 40 歳の時

裸一貫で渡道した。最初は根室市梅ヶ枝町に寄留したが、同年網走に移動する。これと前後して湧別村 38 番地に 196

坪の払下げを受けている。茂作は同郷人である紋別の大島勝造を頼り紋別へ転居する。 

 1883 年（明治 16 年）紋別郡五等山林監守に任命される。その後、紋別村郡各村戸長の半沢真吉に認められ戸長

役場筆生になる。1889 年（明治 22 年）に退職し、醸造業を始める。1891 年（明治 24 年）4 月紋別村総代人に

当選、同年 9 月従弟の角谷政衛が来紋、明治 25 年 11 月から六号駅逓の管理を任せた。茂作は酒造で 30 人ほど雇

用していたが、1893 年（明治 26 年）7 月 30 日（戸籍では 10 月 18 日）52 才で生涯を閉じた。 

 

 

（文責：遠軽町郷土館） 

 

 

 

 
 

☆湧別町教育委員会………………℡01586-5-3132    ☆佐呂間町教育委員会…………℡01587-2-1295 

☆遠軽町教育委員会………………℡0158-42-2191   ☆遠軽町生田原教育センター…℡0158-46-2302 

☆遠軽町丸瀬布教育センター……℡0158-47-2456   ☆遠軽町白滝教育センター……℡0158-48-2213 

※この情報紙に関する詳細は、各教育委員会（または教育センター）へお問い合わせください。 

■総合窓口：メールアドレス shakyo@engaru.jp（令和２年度担当/遠軽町教育委員会社会教育課） 

特別記事 遠軽地区の歴史について学ぶ 

遠軽地区初期の入植者 角谷政衛と笛田茂作 


