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12区、専業農家。東川
町出身。北海道拓殖短
大
（深川）
卒。
夫、
英二さ
ん
（60）
は町議
（2期目）
。
水田12㌶など18㌶経
営。
グリーンツーリズム
協議委員会副会長。写
真甲子園企画員。剣道
5段
（東川剣道スポーツ
少年団指導）。
２男１女
はすでにそれぞれ独立。

ですよ︒

照井しおりさん

飲食店「我良笑」
（わら
え）
（ 南町３）経営。東
川町出身。道立東栄高
校（普通科）卒。夫、誠
司さん
（47）。旭川市内
の土、日スーパーで鮮
魚店経営。その後東川
町に移住し、実家が経
営する居 酒 屋 手 伝い
を経て独立。11年目。
6人家族。

父さんが﹁よし︑炊いてやる﹂
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った︒魚屋だった父は︑歩行者天

うんです︒

父も母も忙しくて相手をしてくれ

思っていた﹂というんです︒
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じゃないか︑と思いますよ︒
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ところが︑化学調味料の味に慣

神林 今︑作物に対しても旅館に
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子供は﹁わーっ﹂とか﹁キャー﹂

旅館業。茨城県取手市
出身。中国・西北大史
学 科（ 西 安 市 ）中 退 。
12年前に脱サラ
（高島
屋百貨店勤務）
して東
川町に移住。夫、知宏
さん（40）
とともに、ユ
ースホステル
「白樺荘」
（ 旭 岳 温 泉 ）を引き継
ぎ経営。3人家族。旭川
調理師専門学校卒。

国で子供たちを並ばせて︑無料で

神林泰子さん
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5北、兼業農家。旭川市
出身。北海道酪農学園
短大（江別）卒。夫、和
也さん
（48）。農閑期に
は、和也さんは旭川市
内でアルバイトもして
います。約23ヘクター
ル経営の米作農家。減
反の田に加 工 米の作
付けもしています。7人
家族。

とか言って触る︒子供自身に貝を

石本宝子さん
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