上川総合振興局︑巻口公治副局
始め︑地域防犯に積極的な活動を

ない心構えを児童に伝える活動も

が行われました︒
長が受章伝達を行いました︒農業
続けていることが評価されました︒

の普及高揚に努める活動をしてい
ます︒

日︑︵財︶日本森林林業

森林林業振興会から手作り積み
９月

木
振興会旭川支部︵山端茂支部長︶
㌢㍍× ・５㌢㍍×

の山端支部長らが役場を訪れ︑木
箱入り︵
・５㌢㍍︶の積み木のおもちゃ３

人権擁護委員に奥山さんを再任

のかたわら︑１９７９︵昭和 ︶
年東川町議会議員に当選以来︑１
︶ 年３ 月 ま で５

年間町議会議員として活躍︒

期

９９９︵平成
セットを町に寄贈しました︒
同協会北見支所の職員が道産の

この間︑議会運営の要として１
９ ９ １ ︵ 同３ ︶ 年 か ら４ 年 間 町
その間町の農業振興提言ばかり
形などの小さなブロック ピース

１箱中には四角形︑長方形︑円柱

初めて製作した手作りの積み木︒

ヤチダモとカバの間伐材を使って

でなく︑特別養護老人ホーム︑福

議会議長も務めました︒

祉専門学校の誘致実現︑行政区再
編の推進などに寄与しました︒

中西さんが社会を明るくする運
動で知事表彰を受賞

交付伝達しました︒
奥山氏は２期目︵任期３年︶︒
現職の山口佐知子︑馬場猛両氏と
併せて３人で町内の人権擁護活動

が入っていて︑小さな子どもの手
にちょうどいいサイズ︒同時に
﹁層雲峡︱旭岳温泉﹂間の登山道
をデザインとして染め入れた﹁大
雪峰山概図﹂の日本手ぬぐい 枚

民家に泣きながら駆け込んだ︑と

時の児童が声を掛けられ︑近くの

身近な相談に応じ︑人権尊重思想

めごと︑近隣とのトラブルなど︑

相談パートナーです︒家庭内のも

人権擁護委員は︑まちの身近な

東川消費者協会

﹁くらしのセミナー﹂
を開きます

を持参してくれました︒

いう事件が発生︒それ以来︑道

祭といわれています︒自然をテー

に当たります︒

警旭川方面本部の許可を得て自

マに制作した短編ドキュメンタリ

月2日帰国報告の

歴史を持っています︒

ミナーを開催します︒テーマは衣

曹を使う洗濯︑革製品︵靴︑手袋︶

会の佐藤順子さんが染み抜き︑重

類の手入れ方法︒北海道消費者協
①﹁リビング・ザ・ドリーム﹂

の洗濯方法をお話します︒

上映された数々の映画の中から︑
︵アメリカ映画︑３分︑レナン・

日︵木︶午後1時半

オズターク監督・製作︶②﹁アフ

月

日時

ふるさと交流センター﹁ほ
っとはあと﹂︵東町1丁目いき

場所

から

リカ・レボリューションズ・ツア
ー﹂︵２００９年アメリカ映画︑
分︑ラッシュ・スタージェス監
督︑タイラー・ブラット制作︶③

衣服の手入れ

いきセンター２階︶
演題

分︑ベン・ナイト監督︑

北海道消費者協会非常勤講

﹁イースタン・ライズ﹂︵アメリ
カ映画︑

講師

日︵土︶午後5時半

東川消費者協会事

に国語教員として 年間教職で活

内幕別町の幕別中学校を振り出し

坂本さんは上川町出身︒十勝管

講演会を開きます︒

んを迎えて﹁子どもの心を守る﹂

札幌市在住の詩画作家︑坂本勤さ

推進委員会︵國木里絵委員長︶は︑

東川町母と女性教職員のつどい

推進委員会

東川町母と女性教職員のつどい

きます

﹁子どもの心を守る﹂講演会を開

２１１１︵内線２６１︶

務局＝役場地域活性課内☎ ︱

お問い合わせ

師︑佐藤順子さん

トラヴィス・ルメール制作︶④
﹁アローン・オン・ザ・ウォール﹂
︵２００９年アメリカ映画︑ 分︑
ピーター・モーティマー︑ニック

・ローゼン監督・制作︶⑤﹁シグ
ネーチャーズ﹂︵アメリカ映画︑
分︑ニック・ワゴナー監督︑ベ
ン・スタグロスキー企画︶︱の５
月

本を上映します︒
日時

農村環境改善センター

から
場所

千３００円︵前売り︶︑
千５００円︵当日︶

観賞料

道の駅・ひがしか

青木さん☎０８０

わ道草館︑ＳＡＬＴ︵南町２丁

チケット販売
目︶
お問い合わせ

︱５５９０︱５１９９

躍︒退職後に詩画作家として講演︑
執筆活動を続けています︒著書に

14
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毎週1回自発的に防犯パトロール

家用車に防犯用青色回転灯をつけ︑

︶が旭日単光章を受

元東川町議会議員で 区︑太田
行雄さん︵

見学します︒昼食も用意していま
す︒来年度お子さんの入園をお考

ら︑お友達をつくりませんか？
０ 歳児対象の親子遊びの教室です︒
を始めました︒

んと保護者
組程度︵準備の都合上
日締め切り︶

同小で年１回不審者被害に遭わ

日役場で受章伝達式

日︵木︶午前９時半

月

月
子育て支援センタープレー
年４月２日

年４月２日から同

年４月１日生まれ︶︑

年４月１日生まれ︶のお子さ

４ 歳児︵同

から同

対象 ３ 歳 児︵平成

ルーム

場所

〜正午

章し︑

時〜

えの方はぜひご参加ください︒

日︵金︶午前

日時
月

お兄ちゃんやお姉ちゃんも一緒に

正午

日時
子育て支援センタープレー

ルーム

場所

組程度︵要予約︶

対象 ０歳児のお子さんと保護者
定員
赤ちゃん体操︑親子遊び︑

月

募集

コロコロバトンつくり︑﹁子育

内容
てで困ったこと﹂〜幼児センタ
見学体験︵各クラスに入り
親子１食分１８０円︵当

日徴収︶

給食代

ます︶

内容

ーの実践を生かして︵講師は幼
児センター職員︑多羽田尚樹︶

家族一緒に楽しく汗を流しまし

﹁家族運動会﹂
で遊びましょう

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
︶＝新栄＝が社会を明るくす

自動車整備業︑中西勇さん
任期満了に伴う東川町人権擁護

︵
委員として奥山富雄氏が再任され︑
日役場で法務大臣委嘱状を

る運動北海道推進委員会︵委員長

日旭川市内で開いた北海

月

・高橋はるみ道知事︶の委員長表
月

彰を受賞しました︒
道・道北ブロック更生保護研究大
会の席上伝達を受けました︒
４年前︑第一小学校の校区内で︑

同校３年の片澤詩穂さん︵ ︶
︶︒９月７日に出発︑同月

ー映画発表の場として 年以上の

︵

＝写真左＝と小松祐実花さん
日間訪問しました︒

生活に身近な話題をテーマにセ

楽しかった思い出を話しました︒

車を運転していた不審者から下校

50

16

10

ょう︒お兄ちゃん︑お姉ちゃんも
参加できます︒気軽にご参加くだ
日︵日︶午前

太 田 元 町 議 会 議 長 ︑旭 日 単 光 章

月

た︒

わる仕事に就きたい﹂と話しまし

を受章

時〜

さい︒
日時
正午

親子運動会︵簡単にできる

家庭の親子どなたでも

場所 幼児センタープレールーム
内容

対象

動きやすい服装︑上靴

親子運動あそび︶
持ち物
︵参加するお子さん︑保護者の
方︶

見 学 体 験 会﹁一緒に考えよう ﹂を
３ 歳児以上のお子さんの様子を

開きます

町では幼児センターに２セット︑
小西健二奨学金︵一時金︶は︑
故小西健二氏の遺志を継いで︑同
２人は︑

日帰国まで
ため役場を訪れ︑松岡市郎町長に
﹁日本語がまったく通じないので
最初の１週間は大変だったが︑皆
さんがやさしく接してくれたおか
げで2週目にはだいたいの会話が
できるようになった︒食事はジャ
ガイモ料理が主体で最初の3日く
らいで飽きたが︑持参したお米で
手巻き寿司を作って皆で楽しみま
した﹂などと報告しました︒
ルーイエナ町と東川町の間で高
校生の相互交流を進めよう︑と今
年実施︒ルーイエナの高校生２人
が６月末から約1カ月間来町しま
した︒

ェスティバル東川﹂開催

﹁バンフ・マウンテン・フィルム・フ
バンフ東川実行委員会
﹁バンフ・マウンテン・フィル
ム・フェスティバル﹂の初の東川
映画祭︵青木倫子実行委員長︶を
﹁バンフ・マウンテン・フィル

開きます︒

30

キトウシ森林公園物産センターの
キッズコーナーに1セット配置し
ました︒
氏からの寄付金３ 千万円を原資に
預け入れ利息で運用し︑有用な人
国公立の大学︑短大︑高等専門

道立東川高校の生徒２人が今年

ム・フェスティバル﹂は︑ロッキ
ー山脈観光の中心地︑カナダ・ア

15

材育成に寄与することが目的です︒
学校に在学する学生であって︑同
奨学金申請のあった中から︑同奨
学金審議会の審議を経て支給決定
することになっており︑今年は岡
本さん1人が該当になりました︒

東 川 高 校 生 ラトビアルーイエナ

初めて短期交流のために約２週間

派遣報告

ンドの独立が気になったので︑も

ラトビアルーイエナ町を訪れまし

ルバータ州バンフで毎年開かれて

11

11

どうぞ︒

26

いる世界最高峰のアウトドア映画

24

小西健二奨学金に東京外大の岡
本さん

今年の小西健二奨学金に︑東京
︶に交付が決まり︑９月

外国語大学１年︑岡本友︵ゆう︶

っと知りたいと思った︒世界中に

た︒帰国した２人は﹁もっとルー

10

20

16

82

38

17

さん︵
万円の

インド人はいるので︑ウルドゥ語

イエナに滞在したかった﹂などと

12

11

日︑松岡市郎町長から
奨学金を受けました︒
同大学国際社会学科の南アジア
地域ウルドゥ語専攻︒インド︑パ
キスタンで用いられている言語を
学んでいます︒

はアメリカでもイギリスでも使え

﹁高校で世界史を習った時にイ

る﹂と話し﹁将来は国際社会と係

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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