川町森林組合の職員から説明を受

けて自然の営みに感じ入っていま

参院選挙結果
7月11日の第22回参議院議員通常選挙は、
町内の５投票所で行われました。上川管内
町村が総じて投票率を下げる中、東川町の
当日投票者数は前回の参議院議員挙時に比
べて0.03ポイント上回る64.01％（前回
63.98％）、期日前投票は105人増加して
1,424人（延べ16日間）となりました。
選挙区、比例代表の両選出議員選挙を通

して、投票総数はともに4,070票、有効投
票数は選挙区選挙で3,957票、比例代表選
挙で3,972票でした。
無効投票は選挙区選挙で113票（2.78
％）、比例区選挙で無効98票でした。比
例区選挙の按分切り捨て票はゼロ、持ち帰
り、不受理はともにゼロでした。（11日
午後11時25分確定）

第22回参議院議員通常選挙当日投票結果（在外選挙人を含む、人、％）
〔選挙区〕

【卓球】
◆第7回スポーツショップナガオ杯争
奪大会中学生の部（6 月 19 日・旭川
市総合体育館）
▼男子 ②袴田真太郎（東川中）

【バレーボール】
◆第8回北海道スポーツ少年団交流
大会道北大会（7月10日・旭川市総
合体育館）
▼女子 ③東川ジュニア
準々決勝
東川ジュニア２−１富良野樹海

区分

登録者数

有権者数

投票者数

棄権者数

投票率

前回投票率

男

3,004

3,000

1,986

1,014

66.20

65.30

女

3,364

3,358

2,084

1,274

62.06

62.78

計

6,368

6,358

4,070

2,288

64.01

63.98

区分

登録者数

有権者数

投票者数

棄権者数

投票率

前回投票率

男

3,004

3,000

1,986

1,014

66.20

65.30

女

3,364

3,358

2,084

1,274

62.06

62.81

計

6,368

6,358

4,070

2,288

64.01

63.99

〔比例代表〕
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狩り
30

﹁プリウスの森 ﹂
で初めての下 草

この森が順調に育つと︑ 年間

した︒

に約１９１㌧の二酸化炭素を吸収

し︑ヒトの呼吸から吐き出される

二酸化炭素量に換算すると︑年間

５９６人分を吸収することができ

るそうです︒

東 川ジュニアバレー ボ ール少 年

日旭川市総合体育館で開

10

団が３位入賞

７月

かれた第8回北海道スポーツ少年

団交流大会道北大会でひがしかわ

ジュニアバレーボール少年団が３

強豪の富良野樹海を準々決勝で

会（6月6日・旭川市総合体育館）
▼男子個人戦81 ㌔㌘以下級 ③滝
本諒一（東川中2）
＝写真＝

27

位に入賞しました︒

くらし
・
ネットワーク

６月 日︑東３号北６線の町有

第26回東川賞受賞作家作品展

林約１㌶の﹁プリウスの森﹂で下

○7月31日（土）〜9月6日（月）

居ジュニアと対戦して接戦の末惜

東町１丁目19-8 ☎82-4700

２︱１で破り︑準決勝で旭川の神

敗しました︒

東川町文化ギャラリー

昨年 月︑トヨタ自動車系の旭

10

草狩りが行われました︒

川市内ディーラー︑旭川トヨペッ

2010 August

ト㈱︵松尾俊彦社長︶が主催して

21 Higashikawa

行った植樹の初めての下草狩りで

準決勝
▼永山中央 ９−５ 東川大雪
東川中 ３−４ 東神楽中
【剣道】
▼サッカー部優勝（2連覇）
◆第 14 回名寄地方剣道大会（ 6 月
決勝
27日・名寄市スポーツセンター）
▼小学生高学年の部 ③東川錬成
東川中 ２―０ 東神楽中
▼バレーボール部優勝（3連覇）
館（高畠遼、木村友紀、猪股陽気、我
決勝
部山翼、高畠脩＝写真左から）
東川中 ２−０ 美瑛中
▼バドミントン部 ●男子団体 3 位
●女子同2位●個人（シングルス）④
佐藤颯人（3年）
▼剣道部 ●男子団体 優勝（リーグ
戦3勝0敗）●女子同 同（同2勝0敗）
●個人 ○男子 優勝 小浜空（2年）
②渡辺翔太（2 年）③中内直人（同）
○女子 優勝 岡崎みずほ（ 3 年）② 【サッカー】
小林 みのり
（2 年）④照井瑚佑覇（1 ◆イレブン杯中学生大会（ 6 月 20 、
年）
26 日・旭川市忠和公園グラウンドほ
▼卓球部 ●男子団体4位（リーグ戦 か）
1勝2敗）●個人 男子 ②袴田真太 ▼決勝
郎（3年）
コンサドーレ旭川 ２−１ 北門
▼柔道部 ●個人男子 優勝 白幡
翔＝60 ㌔㌘級（ 1 年）②滝本諒一＝ 【柔道】
81㌔㌘級（2年）
◆第 41 回旭柔連杯中学校柔道大

す︒雑草に覆われてしまうと生育

社協だより

写真の町ギャラリー展示案内

各種大会成績
【中体連大会結果】
【軟式野球】
◆ 22 年度中学校体育連盟上川中 ◆スタルヒン杯全道スポーツ少年団
央地区大会（7月6、7日・東川ほか上 旭川地区予選（7月10・旭川ドリーム
川中央部中学校7会場）
スタジアム）
▼野球部3位
▼準決勝

が悪くなり︑木が育たなくなるた

40

め︑昨年植樹に訪れた参加者の中

から約 人が再び同地を訪れ︑伸

び放題の下草を手狩りしました︒

昨年植樹したのは︑ヤチダモ︑

ミズナラ︑シラカバの苗木１千５

切られている苗木もあり︑﹁早春︑

００本︒中には新しい芽が途中で

雪の中から出ていた新芽をウサギ

が食べてしまったものです﹂と東

トライアスロン大会にボサノバ歌

８月８日開催の﹁第４回大雪山

手のＮＩＬＯ初出場

忠別湖トライアスロンｉｎ ひがし

かわ﹂に︑札幌出身のボサノバ歌

28

手でトライアスリートのＮＩＬＯ

さん︵ ︶が初出場します︒

51

今年の出場者数は４０3人︒海

17

外参加者はいませんが︑道外参加

がエントリーしています︒

者は︑東京都内から 人など 人

招待選書は︑男子は昨年準優勝

15

19

温かい善意ありがとう
ございます

様
様
様
様
様

６月 日から７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︒

麻下 洋子
滝口 サワ
武田 康行
小西 外江
松倉ハツイ

︽ご香典の返礼にかえて︾

西町３丁目
西町３丁目
東町１丁目
７南区
７南区

富雄

今月のくらしの相談日
ご案内

日 奥山

17

の工藤駿選手︵ ︶＝チームケン

30

ズ＝︑女子は昨年の覇者︑澤田愛

里選手︵ ︶＝ＪＲ北海道＝が２

年連続優勝目指して出場します︒

ほかにプロトライアスリートでス

47

ポーツナビゲーターの白戸太朗さ

ん︵ ︶︑フリーライターで雑誌

編集の謝孝浩さん︵ ︶と豪華な

顔ぶれです︒

ＮＩＬＯさんは︑７月から東川

町観光大使に就任︒大会前日︵７

日︶の開会式終了後︵農村環境改

善センター︶︑大会終了後︵８日

午後３時過ぎ︶︑表彰式会場の忠

別湖散策広場でミニコンサートを

開いてくれる予定︒フォトフェス

タ期間中︑羽衣公園ステージでギ

ター弾き語りも披露しました︒

８月

毎月第３木曜日午後１時
半から同４時まで︑社協相
談室でご相談に応じます︒
今月の相談日と相談員は次
のとおりです︒
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