日

と対戦し﹁０︱２﹂で惜しくも優
勝を逃しました︒

全町バレーボール大会の参加チ

回全町バレーボール大会を

東川町バレーボール協会

ームを募集します
第

日︵日︶午前８時半

開きます︒ふるってご参加くださ
い︒
月

︵開場︶

日時

月

日︵火︶

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター
締め切り

内︶☎

申し込み
１６︶

︱２１１１ ︵内線１

矢ノ目︵定住促進課

年間にわたって町議会

元町議の大木さんが旭日単光章
を受章

３期
議員として活躍されるなど︑永
︶が︑

く町の発展に尽力された元町議
会議員︑大木長藏氏︵
日役場で受章伝達式が行

このほど旭日単光章を受章され︑
８月

︶

上川総合振興局︑内山正二副

われました︒

大木氏は１９５１ ︵昭和

局長が叙勲の伝達をしました︒

︶

年に当時の東川村議会議員に初
当選︒以後２００７ ︵平成

た︒

８月

日︑㈱大和佐藤隆政社長︑

㈱大和︑佐藤社長が今年も寄付
礼子夫人ご夫妻らが役場を訪れ︑
写真の町ひがしかわ株主基金に多
佐藤氏からは例年寄付をいただ

額の寄付をいただきました︒
いています︒ありがとうございま
した︒

少年補導員連協が旭川方面連協
旭川警察署少年補導員連絡協議

から功労団体表彰
会東川地区︵松倉龍秀代表︶が旭
川方面少年補導員連絡協議会︵太
田英司会長︶の功労団体表彰を受
けました︒
日旭川市内のホテルで開

いた旭川方面連絡協議会の創立

９月

周年記念式典で表彰を受けました︒

年間東川町議会議

員として活躍しました︒旧東川

同協議会所属の地区協議会は︑道

年 ま で３ 期

社会福祉の増進に尽力されまし

18
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わジュニアが準優勝し︑９月
の全道大会︵深川市︶に出場する

札幌駅観光案内所︑旭川︑美瑛︑
富良野各地の道の駅などに置いて

せんが︑調査結果によって利用状
況などを聞き取り予定しています︒
ことになりました＝写真＝︒

日︵日︶午前９時受

月７ 日︵木︶まで︑

事務局の大城さん

決勝戦は永山西ラビット︵旭川︶

無料配布します︒

月

町内に住んでいる方︑

歳

選手登録 １チーム６人以内︵混

または勤務している方

参加資格

場所 西部コミュニティセンター

け付け

日時

参加ください︒

スポーツの秋です︒お気軽にご

東川町ミニバレー協会

ミニバレー大会のご参加ください

引き続きご協力をお願いいたしま
す︒
月８日 ︵金︶
東川町全域

期間
地域
農地のうち耕作放棄地︑遊

休農地︑要活用農地︑無断転用

対象
農地︑農地法許可案件の履行状
況の現地確認等
農業委員会委員︑農業委

員会事務局職員

調査員

〜・〜・〜・〜・〜・〜

Ｗａｃｃａ
﹁わっか﹂
秋号出ました
東川町観光活性化雇用創造協議会

東川町観光活性化雇用創造協議
会︵藤田裕三会長︶はこのほど︑
町内観光地紹介パンフレット﹁Ｗ
成

歳未満︑

以上︑女子の４種目︶

お問い合わせ

とともに申し込み

Ｂ＆Ｇ海洋センターに選手名簿

締め切り

険料を含む︶

参加料 １チーム３ 千円︵傷害保

歳以下︑同

版３つ折り︶を発行しました︒

ａｃｃａ ﹁わっか﹂﹂秋号︵Ａ４
﹁秋とあそぼ﹂と題して芸術の
秋︑紅葉狩りに出かけるのにもっ
てこい︑のお出掛けポイントを紹
介しています︒
銀塩モノクロ写真の現像プリン
ト体験︑陶器の皿作り体験︑木工
︱３５４２
中学生以上の男女︵混合６

人制︑女性３人以上出場︶

対象

82

村当時︑民生・児童委員として

30

☎

バレーボールのひがしかわジュニ

26

19

象嵌︵ぞうがん︶作品作り︑里山
温泉めぐりなど︑どれも気軽に回

ームは２千円︶

参加料 １チーム３千円︵学生チ

12

の紅葉めぐり体験︑旭岳︑天人峡
れて本格体験できるのがポイント

ア全道大会へ
日︑比布町︶でひがしか

旭川小学校バレーボール大会

◇個人戦
▼小学生高学年 ①高畠遼（東川錬
成館）
▼中学生男子 ①小浜空（東川剣龍会）
▼同女子 ②小林みのり
（東川剣龍会）
③照井瑚佑覇（同）

︵８月

様
様
様
様
様

孝子

【剣道】
◆第 38 回旭川神社祭典奉納少年大
会（8月16日・旭川中体育館）

５千部を印刷︒旭川空港︑Ｊ Ｒ

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
８月 日から９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︒
︽ご香典の返礼にかえて︾
酒井 常男
三井美江子
金野 照雄
石本
悟
内田 昌幸

稲井

▼団体 ③東川柔塾

です︒

警旭川方面本部管内に９地区あり︑
その中で唯一︑初の受賞というこ
東川地区協議会の少年補導員は

とです︒
現在７ 人︒祭事やどんとこい祭り
などの催し時に︑町防犯協会の会
員と一緒に補導指導の活動を行っ
ているということで︑その活動ぶ
りが評価されました︒

西町８丁目
区
西町３丁目
区
区

今月のくらしの相談日
ご案内

月 日

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︒

︵行政相談所併設︶

12

31

10

88

【柔道】
◆第 32 回旭川柔道連盟会長旗争奪
大会（8月29日・旭川市総合体育館）

12

30

19

◆ミカサ杯中学校大会（4、5 日・旭川
市立永山南中体育館ほか）
▼女子決勝
東川 2−1 神楽
◆ミカサカップ兼第 33 回旭川小学生
大会（8月21日・比布町体育館）
▼女子決勝
永山西2−0ひがしかわ

17

50

Higashikawa 2010 October
2010 October

19 Higashikawa

15

10

17

10

17

21

【バレーボール】

▼同女子同 ④佐々木妃菜⑥牧野心泉
▼小学 3 、4 年男子同 ②武田好生③
鷲見圭飛⑥山崎悠人
▼小学5、6年女子同 ⑥袴田悠梨子
▲ 吉田豊彦監督（上段左から３番目）と
▼小学3、4年男子バタフライ ①武田
東川町水泳少年団の団員、指導者の
皆さん
好生②佐藤颯紀
▼小学5、6年同同 ②三上航大
▼小学 1 、2 年同背泳ぎ ①藤原誠② 【サッカー】
◆全道少年U―11 8人制大会兼第8
袴田竣介③寺西養太④柏倉佑哉
▼同女子同 ②佐々木妃菜④牧野心 回ＪＡ全農杯チビリンピック小学生選
抜 8 人制大会旭川地区予選（ 11 、12
泉⑥菊地那月
▼小学 3 、4 年男子同 ②鷲見圭飛⑥ 日・旭川市立青雲小グラウンドほか）
▼決勝
山崎悠人
東川1―0永山南
▼同女子同 ①小坂彩華
▼小学5、6年同同 ④袴田悠梨子
▼小学5、6年男子平泳ぎ ③三上航大
▼小学1、2年同フリーリレー ①寺西、
柏倉、藤原、袴田（竣）
▼同女子同 ①成田、鷲見（莉）、牧野、
佐々木
▼小学 3、4 年男子同 ①佐藤、小坂、
◆トラック協会杯第 22 回全道少年団
山崎、鷲見（圭）
▼小学5、6年同同 ③中田（有）、袴田 U―11大会旭川地区予選（4、5日・近
文小グラウンドほか）
（悠）、武田、三上
▼小学3、4年同メドレーリレー ①山崎、 ▼準決勝
ネイバーズ3―2東川
小坂、鷲見、佐藤

23

28 10

24

40

82

21

10

10

▼小学5、6年同同 ③袴田（悠）、三上、【軟式野球】
【水泳】
◆第 18 回上川中央部交流水泳記録 中田（有）、武田
◆旭川軟式野球連盟少年部南支部
秋季大会（11、12日・東川町民グラウ
会（9月5日・東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
▼小学 1 、2 年男子自由形 ②寺西養
ンド）
太③藤原誠④袴田竣介⑤中田圭紀
▼Bクラス予選リーグAブロック
⑥千葉康平
東川大雪8−0東栄

50

○10月23日㈯〜11月3日㈬
第40回東川町民総合文化祭作品展

松岡市郎町長に受賞報告に来庁しました
（9月13日）

▲

東川フォトクラブ作品展から

各種大会成績

10

10

東町１丁目19-8 ☎82-4700
○9月18日㈯〜10月4日㈪
写団かんじき写真展
日韓写真交流会写真展
夏休み写真絵日記展
○10月6日㈬〜21日㈭
第22回ＭＯＡ美術館東川児童作品展
久保康弘・詠美子2人展
＜彫塑・日本画 懐古展＞
東川フォトクラブ作品展
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東川町文化ギャラリー展示案内

