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まん延防止等重点措置(3/6 まで延長)
引き続き基本的な感染対策の徹底をお願いします。
○北海道からのお願い
《外出・移動》
・混雑している場所や感染リスクが高い場所への外出・移動を控える
・不要不急の都道府県間の移動は極力控える
《飲食》
・営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店等の利用を控える
・飲食は４人以内など少人数、短時間で、深酒をせず、大声を出さず、
会話の時はマスクを着用する など

千歳市ゼロカーボンシティ宣言
令和４年２月７日、市は 2050 年までに
温室効果ガス排出量を実質ゼロにするこ
とを目指す『千歳市ゼロカーボンシティ
宣言』を表明しました。
担当:環境課📞:24-0590 FAX:22-8851
市長の定例会見での発表の様子を
動画でご覧ください。
千歳市ゼロカーボンシティ宣言／第 20 回
ソラのまちからみんなにお便り「ソラタヨ
MOVIE」（令和４年 2 月 10 日配信）
千歳市ゼロカーボンシティ宣言文

家 の 事故 に 気 を 付けて
住宅火災が
多発しています

一酸化炭素中毒の

1 月だけで５件の住宅火災が発生し、３名
の方がお亡くなりになっています。
ストーブの周りに燃えやすいものを置か
ないなど、火災予防を心がけましょう。

FF 式ストーブや FF 式ボイラーの給排気筒トッ
プが雪に埋まった状態で使用すると一酸化中毒
の事故につながる危険性があります。特に大雪の
後は、雪に埋まっていないか確認しましょう。

危険性

担当：消防本部予防課 📞:23-0420 FAX:22-8850

『わが家の雪だるま』応募作品をご紹介します
先月、募集を行った『わが家の雪だるま』の応募作品を次のページでご紹介します。合計 40 作品のご応募をいた
だきました。ご参加くださり、誠にありがとうございました。個性豊かな『雪だるま』をお楽しみください。
なお、ソラタヨ編集局で、特に記憶に残った3 作品に優秀賞・準優秀賞をつけました。(賞品・賞金はございません)

各記事の詳細は”SORATAYO クリック”から確認できます。
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○○賞

準優秀賞（造形美賞）

優秀賞（ほほえみ賞）
ココママ（柏陽）

ずっとロングヘアだった娘がバッサリ髪の毛を切ってイメチェン!す
るとおじいちゃんが娘と同じ髪型の雪だるまを作ってくれました
(^^)娘は見る度に同じ髪型だねと雪だるまさんに挨拶しています！
【雪だるまのお顔といい、向き合う娘さんとの構図といい、ほほえま
しく、幸せな気持ちになりました！】

ゆうなばーば（北陽）

準優秀賞（キャラ賞）
優しいあの子（あずさ）

M.S（長都）
その後の大雪で、すっかりうまってしま
いました…笑笑
【また作って楽しんでくださいね！】

ボロロン号（富丘）

ワンワン（長都駅前）

yi（東雲）
約 20 年ぶりに雪だるまを作りました。
【山線鉄橋を見つめているようですね】

雪を固めるのに外気温の高い日を選んで作製しました。
【どうすればこんなに綺麗に作れるのですか！？】

毎年 息子の好きなキャラで雪だるま作ってます
トトロも大好きです。
【これまでに作ったキャラが気になります！】

顔の材料がなくてさがすのが大変そうな
子供でした
【優しい顔の雪だるまですね！】

千歳豊友会病院駐車場の標識に除雪後作り
ました コロナ終息 交通安全を込めて
【いつもありがとうございます。
コロナ禍の一日も早い終息を祈ります】

くまごろう（北光）

毎年、楽しく作っています。
【ふわふわした雪だるま？？】

パペマペエックス（末広）
ほほえんでいる雪だるまにしました。
【表情がかわいくて癒されました！】

ソラタヨ編集者の独断と偏見で表彰します。
※すべての作品に、ソラタヨ編集局のコメント
を付しました

アボリンズ（富士）
おじいちゃん家の雪かきのお手伝いしな
がら作りました。これから自分の家に帰
るのでじいちゃんが寂しくないように、
ぼくと妹のかわりに雪だるまを置いてい
きます。
【とっても優しいお子さんですね！】

スーちゃん（北陽）
オラフをつくりました。
あたまが大きいので、ちゃんと立たせる
のがたいへんでした。
【絶妙なバランス！】

あかＢ（富丘）
庭の除雪山を削って雪だるまを作りま
した。
雪が硬く固まり削るのが大変でした。
【ワンちゃんも興味津々！】

seira（信濃）

じいじと一緒に作りました★
【じいじと楽しい時間を過ごせたかな？】

ヤマさん（富丘）
今年の正月を外して、孫４人（９
歳・６歳・４歳・３歳）が集まり
大雪の間の晴れ間に作成！！
【かがみもちみたいな雪だるまです
ね！】

リライフ（梅ヶ丘）

屋根の上の光る雪だるま君
【千歳の夜を明るく照らす雪だるま！】

きくりん家（末広）
オラフかわいく出来ました。
【表情豊かで今にもしゃべりだしそう！】

エルサ（あずさ）
雪がサラサラで、なかなか雪
玉が作れなかったので、横顔
になりました。
【横向きの雪だるまは珍しい！】

Catharine（末広）
三兄妹をつくりました。
左から、「アシュリー」「ア
ンディー」「イワオ」です。
【名前の由来が気になります！】

Catharine（末広）
小さい雪だるまをつくる予定
でしたが、制作作業に熱中し
すぎて、予定より大きくなっ
てしまいました。

はる・あき（みどり台南）
子どもと一緒に楽しんで作り
ました
【道具にこだわったカラフルな雪
だるまですね！】

タク（みどり台南）
冬になるとあらわれる我が家
の守り神
【神々しい…！】

かきく（北栄）
顔を作るにあたり、人気のシマ
エナガちゃん風にしてみまし
た。

【まんまるの目がとてもキュート！】

ポット（末広）
かまくらの中に、絵の具でカラ
フルな雪だるまをつくりました
【雪だるまがかまくらに大集合！】

【帽子がお似合いですね！】

まなたん（花園）
たくさん積もった雪をかき分け
て、雪だるまを作りました。
目と鼻がチャームポイントです
【耳も愛らしくチャームポイント満載！】

たく&ひま（青葉）
雪かきの雪を全部使うことが
出来ました♪楽しみながら除
雪もでき一石二鳥でした。
【はっぱがオシャレですね！】

tsk（日の出）
家のテラスで娘が作った雪だ
るま。目に使う松ぼっくりを
見つけるのが大変だったみた
いです。名前はつららっくり

イトウのキー（文京）
今季は雪がとても多く除雪も
大変だったので早く春が来る
と良いなと思い作りました
【とても華やかですね！】

【アイディアに溢れていますね！】

バス大好き！（東雲）
外出自粛で時間があったため、ベ
ランダで雪だるまを作りました。
今流行りのベランピング？気分を
味わうことができましたし、リビ
ングの窓から雪だるまを見て癒さ
れています★
【明かりを照らすと一層癒されますね】

ハスカップ（長都駅前）
ベランダ前に作ったのでカーテン
を開け閉めするたび目を合わせ朝
夕の挨拶して癒やされてます‼
【毎日癒してくれるなんて素敵な雪だる
まですね！】

フロプシーさん（文京）
ワンちゃんと一緒に楽しく作り
ました♪ワンちゃんにオモチャ
と首輪を貸してもらいました。
ゴメンね（笑）

【ワンちゃんが雪だるまと遊んでいますね】

かなママ（信濃）
鼻はにんじん、ボタンは本物
を使いました！
【雪の洋服を着ているのかな？】

あい©＆みお©（みどり台南）
雪だるま、かまくら、滑り台…今年は我が家
の庭が雪の公園に！
コロナ禍 2 回目の冬は、お出掛け自粛でお
うち時間が増えたけど、その分外遊び時間が
たくさんできて大喜びのこどもたちです。
【おうち時間も楽しさいっぱいですね！】

macchi（緑町）
かまくらに頭を載せて中に入れる雪だる
まにしました。
雪がサラサラ過ぎてなかなか固まらず、
水をかけながら何とか形にしました。
空色の帽子を被せて紙飛行機も持たせて
みましたよ。

にこ（大和）
雪がサラサラでなかなか固まらず大変でし
た。
お世辞にも上手とは言えない出来ですが、
子ども達が使ったということで、親からす
ると可愛い作品になったと思います。
【仲良く並んだ雪だるまが家族のようですね！】

【千歳らしさを感じる雪だるま！】

めめ（桂木）
間に座れるように椅子をつくり包まれてる感じにしました。
指が細かくて大変でした。

カズヒロ（末広）
家に雪だるまの型枠があったので作ってみました。
広い感じをと思い、遺跡公園で撮影しました。
【防寒対策バッチリ！背景も素敵な一枚です】

【指先から優しさが表れていますね！】

ともちゃん（北光）
息子が作ってくれました。

【お子さんの優しさがにじみ出ています】

とったん（勇舞）
持続可能な社会に向けて、みんなで公共交通を利
用しよう。
【SDGs をアピール！ちょこんとした雪だるまも魅力的！】

ゆいと（新富）
ゆきだるまと背比べ
【来年はもっと大きくなっているかな？】

ソラタヨ編集長コメント
「わが家の雪だるま」に応募していただいた皆さん。
ありがとうございました。
また、雪だるまの写真を通じ、たくさんの笑顔を感じる
ことができ、感謝しています。
引き続き、皆さんに親しまれる広報を目指していきます
のでよろしくお願いします。
次回は、雪解け後に新たな企画を発信しますのでウェブ
版広報ちとせ「ソラタヨ」をお見逃しなく！

応募作品は、
すべてソラタヨ MOVIE（YouTube 動画）で配信中！
ぜひ、チャンネル登録をお願いします

