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いるのは道内で東川町だけだ︑とい

た時︑全家庭が地下水を飲用にして

した︒妻の祖母の家が旭川で︑旭川
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をなくしまして︑車の運転が恐いの
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松岡 本日はお集まりいただきあり
がとうございます︒皆さんは東川町
ゃいます︒まずお店を開くにいたっ

出身の方もそうでない方もいらっし

代︑ 代に 数年飲食店に

過からお話いただけますか︒

た経過︑東川を選んでいただいた経

寺林
勤めていました︒最初は居酒屋から
始め︑フレンチ系の料理店でした︒
代に違う仕事をしていました︒そ

もともとピザは好きだったんです︒

れなら出身の東川が良い︑と︱︒札

こを辞めて自分でお店をやろう︑そ
幌に専門店があって︑そこで食べた
味を独学で研究しました︒窯も見せ
てもらって自分で造りました︒
畑中 前職は酪農家さんを回って歩

数がすごく多くてびっくりしました︒
松岡 お昼時間になるとお客さんが
並んでいるところを見かけたことが
あるんですが︑行列が出来る店が東
川に出来るなんてありがたいことで
すよね︒
千幸 うちに限らず︑そういうこと
で町内がにぎわうようになれば⁝と
思います︒
松岡 たくさん食べる所が出来てき
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と聞いてみたことがあるんです︒そ

町なかで昼食︑夕食をとっていただ
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ましたし︑肉の加工などというお店
も出来て︑それが東川の食文化の質
の高さを皆さんにお示しできている︒

22

松岡市郎
司会進行/町長
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お互いに良い効果を出して︑さらに

八戸市出身、帯広畜産大学卒。
帯広市出身の妻勢恵子さん
（52）
と二人三脚。帯広市内の家畜飼
料販売会社を退職後、趣味23年
のハム作りノウ・ハウを生かして独
立開業。
「山を見ていると落ち着く」
「十勝は広い平地と乳牛放牧の風
景なので、
田んぼの風景が新鮮に
感じる」
「 水が良い」
と移住。店名
は、青森県出身にちなんで「『青』
『緑』
をつけたかった」
と
「青森-八
戸間」の第三セクター鉄道「あお
い森鉄道」にちなんで命名。無添
加手作りハム専門店（製造販売）
「あおい杜（もり）」
（南町２丁目、昨
年７月24日開業）。
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彰紘さんは札幌市出身、札幌第
一高校卒。千幸さんは旭川出身、
札幌大学卒。
２年前、
うどん店開
業を目指して、
さぬき麺機（香川県
三豊市）のうどん講習・研修会に
参加。仕事の傍ら札幌市内のうど
ん店で修行して開業準備。長女・
まど佳ちゃん（２つ）が誕生後「田
舎で伸び伸びと子育てしたい」
と
うどん店経営の適地を探し、広々
とした風景、空気感、町の雰囲気、
「うどんは水が決め手」
と移住、開
業を決意。店名は妻千幸さんにち
なんで。
うどん専門店「讃岐うどん
千幸」
（東町１丁目、昨年4月15日
開店）。

お客さんにきていただくことが出来

畑中昭夫さん（54）

20

12

東川町出身。旭川実業高校卒。
20代に旭川、札幌、士別の飲食店
で勤務。30代で建設関連の会社
（旭川市内）
に勤務。
３年前、
「どん
なものか？」
と札幌市内のピザ専
門店に食べに行き“ピン”と来たそ
うです。店内に薪窯 を手造り。
ベ
ース生地はイタリア製小麦粉と国
内小麦粉の混合。
「『美瑛で…』
と
いうことも考えたが、地元の東川
でやりたい」
と決意。
「 山を見たら
落ち着くから…」
というのが最大
の理由。
ナポリピザ専門店「ピッツ
ァ亭」
（東町１丁目、昨年4月8日開
店）。
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寺林誠一さん（49）
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大波彰紘さん（42）
妻千幸さん（35）

