中 島 美 容 室の 中 島 さん ︑閉 店 を

機に町に寄付金

︶

75

各種大会成績
日・美瑛町スポーツセンター） ①東川中
※平成25 年度地区対抗戦第23回北海道
中学生バレーボール優秀選手選抜大会
（３月26‐28日・芦別市総合体育館）に東
川中から皆木のどか、菊地真沙希、矢ノ目
あみ３選手が旭川選抜で出場。

部）
▼同男子 ①甲田宗爾（アーミンＳＣ）②
酒井蓮（士別ジュニア・レーシング）③安達
恵介（名寄ＦＵＪＩジュニアレーシング）
④中村善（ナヨロ藤ジュニアアルペン）⑤
内河佑太郎（住まいのトウメイサポートＳ
Ｃ）⑥浅野秀太（東川大雪スキー少年団）
【空手】
⑦廣川悠玄（東川小）
◆第27回旭川地区会長杯空手道選手権
▼小学２年女子 ①増田さくら
（旭川ジュ
大会（２月11日・旭川市大成地区市民セ
ニアアルペンチーム）②松浦日菜乃（同）
ンター）
③今泉瑠依（美深レーシング）④谷菜々美
▼小学校３年男子形の部 ③高橋来良 （旭川ジュニアアルペンチーム）⑤澤田莉
（東川剛柔会）
子（ふらのスキースポーツ少年団）⑥堅田
蒼乙（羽幌レーシング）⑦森田陽菜（朝日
【スキー】
ASS）
◆キャンモアGSL10大会（２月11日・キト ▼同男子 ①野澤雪丸（ナヨロ藤ジュニ
アアルペン）②友兼涼輔（美深レーシン
ウシキャンモアスキービレッジ）
▼キッズおんなのこの部 ①河治美佳 グ）③石川大和（伊の沢レーシング）④近
【バレーボール】
藤衣瑳（愛別スキー少年団）⑤多羽田塁
◆平成25年度協会長杯中学校バレー （アーミンＳＣ）②松岡桜子（愛別松岡市
郎町長牧場ＲＣ）③田村実夢（朝日ＡＳ （同）⑥石原徳（東川大雪スキー少年団）
ボール大会（1月26日・東明中）①東川中
⑦矢ノ目有汰（同）
Ｓ）④野澤春夏（名寄大谷こども園）⑤高
井柑奈（あおば幼稚園）⑥内河環季（住ま ▼小学３年女子 ①野口実央梨（旭川
いのトウメイサポートＳＣ）⑦那須紅葉 ジュニアアルペンチーム）１②前鼻凛愛
（和寒東山レーシング）③谷玲亜（東川大
（留萌かもめ幼稚園）
▼同おとこのこの部 ①高宏太（旭川ジュ 雪スキー少年団）④朝日美依奈（和寒東
山レーシング）⑤岡崎茉央（朝日ASS）⑥山
ニアアルペンチーム）②友兼大騎（美深町
地伶奈（東川大雪スキー少年団）⑦佐藤
幼児センター）③武田慶永（アーミンＳ
和佳奈（同）
Ｃ）④岩谷悠史（NEXTキッズ）⑤佐藤孝
▼同男子 ①内藤裕平（旭川ジュニアア
祐（東川幼児センター）⑥藤原隆世（愛別
ルペンチーム）②西迫篤志（紋別スキー少
松岡牧場RC）⑦小西輝昴（アーミンSC）
年団）③本間颯（士別ジュニア・レーシン
▼小学１年女子の部 ①内藤いずみ（旭
川ジュニアアルペンチーム）②工藤夏未 グ）④新堂春輝（士別スキー少年団）⑤玉
置友也（朝日ASS）⑥芳賀芽生（旭川ジュ
◆第35回富士スポーツ杯中学校親睦バ （朝日ASS）③木村愛華（和寒東山レーシ
ニアアルペンチーム）⑦西昴哉（小平SRT）
レーボール大会（２月１日・富良野市ス ング）④古杉美菜子（東川大雪スキー少年
団）⑤桑島朱里（士別ジュニア・レーシン ▼小学４年女子 ①川島侑（名寄レーシ
ポーツセンター） ①東川中
グ）⑥山地絢奈（東川大雪スキー少年団） ングスキークラブ）②増田あすか（旭川
⑦井越愛子（上湧別スキー少年団競技 ジュニアアルペンチーム）③伊藤七海（小
◆中学校バレーボール美瑛大会（１月18

【ミニバスケットボール】

◆第11回旭川地区ミニバスケットボール
大会冬季リーグ（１月25、26日、２月１
日・美瑛小学校）
▼Ａブロック ①東川ミニバスケットボー
ル少年団（５勝０敗）
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平SRT）④松井乃（伊の沢レーシング）⑤
ルペンチーム）⑦齊藤愁大（比布レーシン グスキークラブ）⑥吉崎智貴（D・D・S）⑦渡
邊秀人（比布レーシングスキークラブ）
増田あかね（旭川ジュニアアルペンチー グスキークラブ）
▼ミドルマンの 部 ① 佐 藤 健 太（スー
ム）⑥金子小夏（比布レーシングスキーク ▼中学女子 ①小野崎絢（伊の沢レーシ
ラブ）⑦若林笑見（伊の沢レーシング）
ング）②山下菜月（美深名寄レーシング） パーサイヤ人）②谷藤順一（ホシザキ北海
▼同男子 ①溝口陽斗（深川ジュニアア ③飯原麻友子（比布レーシングスキークラ 道）③昔農昌人（比布レーシングスキーク
ラブ）④石川孝弘（美深レーシング）⑤野
ルペン）②片山龍馬（旭川ジュニアアルペ ブ）④西田桃（東川大雪スキー少年団）
澤はやぶさ
（ナヨロスノーラボラトリー）⑥
ンチーム）③土門恭之（枝幸三笠山スポー
▼同男子 ①石倉瑶太（東川大雪スキー
村上武志（羽幌レーシング）⑦奥原真仁
ツクラブ）④井上龍（旭川ジュニアアルペ
少年団）②佐々木崇（上湧別スキー少年
ンチーム）⑤佐藤丞心（士別ジュニア・ 団競技部）③小野崎海（伊の沢レーシン （東川少年団シニア）
レーシング）⑥石川大智（美深レーシン グ）④杉山太一（東川大雪スキー少年団） ▼ヤンングマン ①中村育人（比布レー
グ）⑦本郷蒼良（旭川ジュニアアルペン
⑤大橋涼平（伊の沢レーシング）⑥住吉龍 シングスキークラブ）②新井遼（同）③阿部
紘志（チーム早川）④木村有斗（上湧別ス
チーム）
之助（佐呂間中）⑦松岡春輝（比布レーシ
キー少年団競技部）
▼小学５年女子 ①柿崎亜衣（紋別ス ングスキークラブ）
キー少年団）②村木亜佑夏（士別ジュニ
▼ ジェントル マン の 部 ① 千 葉 俊 幸
◆第48回ぴっぷスキー場ＧＳ大会（１月
ア・レーシング）③長沢芽依（同）④鵜束祐 （E.O.R）②森田啓介（比布レーシングス
希（増毛暑寒レーシング）⑤駒井真子（エ
キークラブ・ULLR）③小池英明（恵庭おじ 26日・ぴっぷスキー場）
▼中学年男子 ①石倉瑶太③杉山太一
ムスクレーシング）⑥前鼻杏実（ハリーズ） さんレーシングG3）④石井善樹（D.D.S）⑤
⑦羽吹天音（東川大雪スキー少年団）
中岡健一（名寄レーシングスキークラブ）
◆上川少年団交流大会（１月25日・富良
▼同男子 ①岩谷叶晟（留萌ジュニアス
⑥坂上昭彦（住まいのトウメイサポートＳ
野スキー場）
キー少年団）②溝口雄陽（深川ジュニアア Ｃ）⑦星真寿己（旭川市）
ルペン）③町田雅仁（ナヨロ藤ジュニアア ▼界王の部 ①原田光信（旭川レーシン ▼３年女子 ①谷玲亜
▼同男子 ③柏原翔太
ルペン）④前鼻弥優（和寒東山レーシン グ）②二ノ宮勝行（北浪漫好キー士別）③
▼４年男子 ②麻生圭太郎
グ）⑤松浦柊太（旭川ジュニアアルペン
杉本建夫（たけるレーシング）④沢口康
チーム）⑥佐藤涼（和寒東山レーシング） （第34区レーシング）⑤新崎裕一（新崎歯
⑦澤田健太（ふらのアルペンジュニア）
科スキー部）⑥菅原明博（住まいのトウメ ◆第32回上川中央部スキー少年団アルペ
▼小学６年女子 ①小野崎澪（伊の沢
イサポートＳＣ）⑦井上憲一（芦別スキー ン競技大会（１月18日・愛別ファミリース
キー場）
レーシング）②大西琴美（増毛暑寒レーシ
連盟）
▼神の部 ①朝倉春宗（旭川レーシング） ▼１、２年男子 ③高井秀駿
ング）③住吉美波（浜佐呂間小）④柏原瑞
▼３、４年女子 ①谷玲亜
②高橋昭（芦別レーシングチーム）
季（東川大雪スキー少年団）⑤外山睦子
▼同男子 ②麻生圭太郎
▼エレガントレディーの部 ①川田千秋
（和寒東山レーシング）⑥矢ノ目あゆ（東
川大雪スキー少年団）⑦松原歩夢（鷹栖ア （チーム茶飯）②松田由美恵（TEAMまちゃ ▼5、6年女子 ①羽吹天音②矢ノ目あゆ
▼同男子 ②杉本怜偉
こ）③吉原いづみ（赤平市）
ルペンスキー少年団）
▼アイアンマンの部 ①吉澤和志（芦別
▼同男子 ①髙本悠太（ほろたちスキー
◆スポーツハウスカップ旭川予選会（１月
少年団）②高橋遼河（ナヨロ藤ジュニアア 大橋サクランボ園）②漆山裕章（比布レー
５日・サンタプレゼントパーク）
ルペン）③石川優太（伊の沢レーシング） シングスキークラブ）③河野直樹（旭川
▼中学男子 ②石倉瑶太③杉山太一
④伊藤翼（小平SRT）⑤近藤豪（愛別ス レーシング）④遠藤寿宏（比布レーシング
キー少年団）⑥本郷新琉（旭川ジュニアア スキークラブ）⑤三浦英輝（芦別レーシン
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長年にわたる交通安全活動で岩

区＝︑米

交通安全活動で北海道善行賞

66

︶＝

11

︶＝西町３丁目＝︑

48

岡正子さん︵

︶＝同＝の３ 人が

61

山田晋祐さん︵

陀満江さん︵

日︑役場で松岡市郎町長から

21

そろって北海道善行賞を受賞︒２

月

受賞伝達を受けました︵五十音

ともに１９９５︵平成７ ︶年４

順︶︒

２ 月７ 日 ︑ 中 島 巖 さ ん ︵

︵北町２︶から役場に寄付金をい

月

12

年間にわたって活動︒朝夕

して

妻悦子さん︵

ただきました︒

76

月から現在まで町の交通指導員と

の登下校時に子供たちの交通事故

︶が︑昨年

防止のため立哨啓発に努めるなど︑

末で廃業した中島美容室︵西町１︶

年に結婚し︑３ 年後に

38

を長く経営してきました︒

﹁昭和

前任者を引き継いで旧農協組合会

館に出店したのが始まり︒１００

人程度会食できる場所を︑と組合

員の冠婚葬祭の場所として営業し

たころもあった︒なつかしい思い

寄付金は一般寄付として町の事

出です﹂と振り返りました︒

業に役立てます︒ありがとうござ

いました︒

日︑保健福祉センターの

第ニ小︑旭川短大の学生と一緒にご

２月

19

はんとみそ汁

人が旭川大学短期大学

13

料理実習室で第二小学校の５︑６

年生児童

叢舎

雪どけライブ２０１４のご案内

ジャズピアニスト︑板橋文夫の

︶︒

ライブコンサートを開きます︒ト

︶︑瀬尾高志︵

bs

リオ構成のメンバーは︑ほかに竹

村一哲︵

被災地支援活動の中で生まれた

２０１１年３月の東日本大震災後︑

﹁２０１３ 東北〜祈り﹂﹁時間の

止まった街﹂などを演奏予定です︒

︶

４ 月５ 日 ︵ 土 ︶ 午 後７ 時

号北

46

︵開演︶

叢舎︵西

10

日時

場所

叢舎

￨４４１６︑

入場料 ３千円︵前売りのみ︶

︵澤田さん︶☎

￨４

82

申し込み・お問い合わせ

82

ds

欠かさず活動を続けてきました︒

北海道善行賞の伝達を受けた岩岡
さん︑山田さん︑米陀さん
︵左から︶

部の学生と一緒にごはんとみそ汁

づくりに挑戦しました︒

木工駄々︵岡﨑さん︶☎

５ 年生の家庭科の学習テーマの

５８８

中に︑﹁お米からご飯を炊く︑み

そ汁を作る﹂という課題があり︑

﹁ホルン・ＨＯＲＮ・ホルン♪﹂
コン

ひがしかわピアノさろん

サートのご案内

ホルンとピアノのデュオコン

サートです︒ホルン奏者は陸上自

衛隊第２音楽隊︵旭川︶のホルン

奏者︑小野高幸さん︒ピアノ奏者

ホルンは一般的なイングリッ

は︑同さろん主宰の三島知子さん︒

シュ・ホルンに加えて︑長さ約４

メートルの木製アルプ・ホルンの

演奏も予定しています︒童謡﹁か

らたちの花﹂︵北原白秋作詞︑山

その実習に食物栄養学科︑豊島琴

恵教授と食物栄養学専攻ゼミ生

人が先生役をかって出ました︒

おいしいご飯は︑白米をきちん

と水で研いで水の量を計って浸し︑

火加減を考えて炊き上げなければ

上手に炊き上がりません︒次はみ

そ汁の作り方︒煮干しからのだし

の取り方など︑本格的な下味の出

し方を習って豚汁づくりに挑戦︒

昼食は自分たちで作ったごはんと

豊島教授は﹁第二小に限らず︑

豚汁で﹁おいしい﹂と舌鼓︒

町の子どもたちと食育でかかわっ

ていきたい﹂と話しています︒
音楽など親しみやすい選曲です︒

田耕筰作曲︶など日本の曲と映画
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