︵小・中・高生︶︒前売り券は
ました︒

き写真の町を応援することになり

会員は同制度の株主として引き続

わ株主制度﹂が発足したため︑現

農村環境改善センター︑フレン

日１ 千３ ０ ０ 円 ︶ ︑５ ０ ０ 円

商店経営平川和彦さん︵南町
ドショップ・ながさわなどで取

統計調査員功労で感謝状

の２人が経済産業省の統計調査員

１︶︑主婦池田和代さん︵東町２︶

は参加申し込み時にお申し込み
ください︒
Ｂ＆ Ｇ

海洋センターに備え付けの申込

申し込み・お問い合わせ
用紙で同センターに☎Ｆａｘ
︱４６０７ ︑または大城さん☎

人で結成︒初年度末には会員

初

２月

日 ︵ 日 ︶ 午 前９ 時

︵受け付け開始︶
会場 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター
参加対象 どなたでも

法 律トラブルでお困りなら 認 証
北海道民事紛争解決センター

紛争解決サービス
日常生活のトラブルを裁判によ
らないで紛争解決する手続き業務
を行うところが新たに出来ました
︵裁判外紛争解決手続き︶︒公正
中立な第三者が調停人となって紛
争当事者の言い分を聞き︑話し合
紛争取り扱い業務は︑相続︑婚

いで解決することも出来ます︒
姻関係︑金銭の貸借︑交通事故の
損害賠償︵物損︑２月以内の人身
お問い合わせは︑合同会社︑コ

に限る︶︒
ンサルティング岩田︵岩田幸久代
表︶内の北海道民事紛争解決セン
ター︵旭川市常盤通１︑道北経済
センター内︶☎ ︱８３００

環境省東川自然保護官事務所

大 雪 山エコツアーを 体 験しませ
んか
冬の旭岳温泉周辺の森でエコツ
アーを体験しませんか︒森の散策

82

30
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﹁６カ月間でトライアスリート養
上川地区トライアスロン連合
り扱っています︒

成﹂講座の開講
上川地区トライアスロン連合
功績者感謝状を受け︑ 月４日︑

写真の町事業を応援しようと当

松岡市郎町長から伝達を受けまし

銚子ばやし︵千葉県鹿島

︵前田博理事長︶は︑８月に開催
０８０︱３２６０︱３１８８︑

ひがしかわ写真の町倶楽部

︱９５９７

行︑﹁シルバーエイジ﹂展︵

１２３ 人に広がりました︒会報発

ひがしかわ写真の町倶楽部︵庄
歳以

Ｆａｘ

浦︶︑ソーラン節︵北海道︶︑
度︶を皮切りに︑﹁写真の町の達

年

花笠音頭︵山形県︶︑ぶち合わ
せ太鼓︵神奈川県三崎︶など各
人たち︱パート１﹂︑同パート２
主催しました︒
富士フォトサロン展示協力︵
年９月︶︑フォトフェスタ期間中

閉所日で緊急の場合は︑事前連

第 回ひがしかわ氷まつり協賛
歳未満③

歳以上⑥女子︵いずれも

①混成②

１チーム６人以内︑年齢は大会

上④

種目

の皆さまのご理解︑ご協力を得て

締め切り １月 日︵金︶必着
当日お弁当を６００ 円

︵１個︶で斡旋します︒希望者

その他

57

演目

予定の第４回大雪山忠別湖トライ
た＝写真＝︒

月間でトライアスリートになるプ
地に伝わる民族舞踊の数々をご
年度まで写真展を５回

展など︑

町立診療所

紹介します︒

休日当番日の変更
︑

年︶や４年間に渡って各種写真関

のデジタルセミナー開催︵

３日︵日︶に変更になりました︒
連機材などの寄贈支援も行いまし

絡の上︑正面玄関右横の夜間受け

東 川町 長 杯ミニバレー 大 会の出

た︒

２人は国の産業構造を調べる上

場者募集

後４時までです︒
で欠かせない工業︑商業統計調査
付け窓口からお入りください︒
日時

行事として︑ＮＰＯ︵特定非営利
このほど解散いたしました︒町民

司毅会長︶は８年間の活動を終え︑

東川町ミニバレー協会

に 回以上従事しました︒

長い間のご支援ありがとうござ

での公開●スポンサーからスポー
活動︶法人︑民族歌舞団こぶし座

芸術文化招へい委員会

民族歌舞団こぶし座が公演

ツドリンクなどの無償提供︱など
︵函館︶の公演を行います︒新春

いました

をサポートします︒
のひととき︑民俗芸能の数々をご

日︑総会を開き解散決定

参加料 １千円︵１人当たり︶

対象 東川町町民

月

申し上げます︒

当日の満年齢︶

日 午 後３ 時 半 か ら

長い間活動できましたことに感謝

１月
しました︒写真の町事業を応援す

︵午後３時開場︶

日時

家族そろってお楽しみください︒

取りま
るための新制度として﹁ひがしか

様

忠昭

29

限なし︶
申し込み・お問い合わせ
場所 農村環境改善センター

鉄夫

水野

お問い合わせ／「おはなしの会ピッピ」三戸部さん☎82−5278

入場料 前売り１千円︵一般︑当

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
月 日から 月 日ま
でに社会福祉事業にご寄付
をいただきました方は︑次
のとおりです︒

古高

︽ご香典の返礼にかえて︾
南町１丁目

今月のくらしの相談日
ご案内

月 日

みなさんのお困りごとな
ど︑相談日を設けて毎月第
３木曜日午後１時半から同
４時まで社協相談室で相談
に応じています︒今月の相
談日と相談員は︑次のとお
りです︒

絵本の読み聞かせと手遊びなどで楽しく過ごしましょ
う。後半は簡単な工作と参加者同士の交流です。
☆年齢に関係なく、どなたでも参加できます。
（会費はありません。申し込み不要）

とめ事務局の東川町商工会☎

29

にちじ：1月22日(金) 午前10時半〜同11時半
ばしょ：文化交流館絵本ルーム

︱２７５０

でサラサラの雪の世界を楽しみま
しょう︒雪の上の足跡を探して︑

時〜

森の動物たちの冬の営みもよく分
かります︒
日︵火︶午前

午後３時ごろ︵旭岳温泉の旭岳

10

０歳からのおはなし会

17

13

担当診療時間は︑午前 時から午

町立診療所の休日当番日が１月

18

ロジェクト﹂を開講します︒
水泳︑自転車︑ランニング各種
目を同連合所属の各種目有資格者
コーチスタッフが指導します︒
期間は①トレーニングメニュー作
成︵１〜３月期︶②３種目の各パ
ート別練習メニューの作成と練習
開始︵４〜６月︶③３種合計で大
会時の51・５㌔㍍を体験︒大会
コースを試走︵７月︶︱という日
程︒
講座参加者には●大会への参加
料免除︵１万３千円︶●３種目の

19

40

指導●傷害保険への加入●トレー

10

募集期間 １月 日まで

40

ニング記録の公開とウェブサイト

12

15

日時 １月
ビジターセンターに集合︶
対象 どなたでも
場所 旭岳温泉周辺
講師 ＮＰＯ法人ねおす﹁大雪山
自然学校﹂スタッフ
参加料 保険２００円程度︵材料
人
︵応募多数の場合は抽選︶

費が必要な場合は実費︶
定員
締め切り １月 日︵金︶
道具 ストックは各自持参︵スノ
ーシューは当日有料貸し出しも
します︶
ねおす

﹁大雪山自然学校﹂☎ ︱６５

申し込み・お問い合わせ
００︑０８０︱３２６２︱９３

中野 實写真展から

16

25

14

10

に参加することを目指して﹁６カ

アスロン ｉｎ ひがしかわ﹂大会

82

募集人数 ２人︵年齢︑性別の制

50

36

Higashikawa 2010 January
2010 January

31 Higashikawa

４２︵沢辺さん︶

・中野實写真展「大判カメラが
巡る四国88(88+ONE)=？」

各種大会成績

・第5回ひがしかわ大写真展

12

ストリートギャラリー、
吉里演子写真展から

10

82

16

21

26

20

62

上大晴、山崎悠人、藤巻憲次郎、鷲
見圭飛
【水泳】
◇9〜10歳同 ②中田有哉、加藤航
◆第24回ふらのカップ富良野年齢別 基、三上航大、武田好生
競技大会（ 10 月 11 日・中心街活性 〔女子〕
化センター
「ふらっと」
プール）
◇背泳ぎ ▼9〜10歳25㍍ ②袴田
〔男子〕
悠梨子
◇背泳ぎ ▼8歳以下50㍍ ③山崎
悠人▼同 25 ㍍ ②鷲見圭飛▼ 9 〜 【フットサル】
◆第 17 回ふじ・ウエスタン杯少年大
10歳同 ②武田好生
会（12月5、6日・旭川末広小体育館
ひがしかわ大写真展
◇平泳ぎ ▼8歳以下25㍍
町外一般部門グランプリ ◇バタフライ ▼9〜10歳25㍍ ③三 ほか）
▼4年生予選リーグ ①東川
上航大
◆第
21回Ｕ-15 旭川地区ジュニア
００㍍メドレーリレー ①山
◇8歳以下１
○1月28日(木)〜2月16日(火)
ユース大会
（11月15日・旭川市光陽
・荻田泰永写真展「北極を歩く」 崎悠人、藤巻憲次郎、鷲見圭飛、三
中体育館）
・丹頂写真塾・彩2010／グルー 上大晴
プ写楽・摩周逍遥 合同写真展 ◇9〜10歳同 ③加藤航基、三上航 ▼決勝
啓北中 3−0 コンサドーレ旭川
・ワークショップ2009東川写真 大、武田好生、中田有哉
【綱引】
塾作品展
◇ 8 歳以下１００㍍フリーリレー ③三
◆第 28 回北海道選手権大会兼全
「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）
日本選手権大会予選会（11月15日
・旭川市忠和公園体育館）
キャッチ賞
▼男子競技 ①東川綱引倶楽部（出
（一般の部／本多 智惠子） 場１チーム）

「守ります 人との絆 この大地」

31

15

・ストリートギャラリー・グラ
ンプリ展
吉里演子写真展「こんにちは
のあとにすぐバイバイ」

11

1

15

東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○1月7(木)〜26日(火)

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

写真の町ギャラリー展示案内

