ス・ガットラブさん︵合同会社

ガットラブさんは﹁初挑戦としては
点﹂と出来栄えを絶賛︒中澤さんは
﹁ワインづくりで１００点を取れるこ

判を押しました︒
町内から約２００人が来席︒併せて
開拓１２０年の式典で町発展の歴史の

にセーベル種を栽培スタート︒３年前

成４︶年︑特産品開発の夢を託して主

町内のブドウ栽培は︑１９９２︵平

ブさんの醸造場に出向いて東川産１０

原料に︑東川振興公社職員がガットラ

みがえり︑一昨年収穫した２・９㌧を

評価が高い２人の指導で畑は見事によ

りませんか﹂とあいさつ︒一層の町発

持って語れるようにしていこうではあ

できた︒これからもきちんと誇りを

以来人口８千人を再び達成することが

松岡市郎町長は﹁今︑昭和 年６月

歩みに思いをはせました︒

まで道内のワイン会社に収穫全量を売
０％の原料で仕込み完成したワインで

ワイン醸造技術と知見に対する国内

り渡し︑一部を﹁東川ワイン﹂として
す︒

室︶が手狭になり︑

リート造り３階建て

展を呼びかけました︒

販売してきました︒

ました︒留学生の皆さん

お点前で抹茶を振る舞い

国際交流会館完成で内覧会
昨年 月 日︑町は旧女子学生会館
を増築して装い新たになった東川町国
は︑この日のために練習
ニメ番組から覚えた妖怪

際交流会館︵東町３丁目︶の完成披露︑
交流サロンで完成披露︑内覧会パー
体操などを披露︒楽しい

した歌やテレビの人気ア

ティーを開きました︒松岡市郎町長は
パーティーを演出してく

内覧会を行いました︒

﹁対話︑会話︑融和の﹃３つのわ﹄を
れました︒

子学生会館︵鉄筋コンク

生︑研修生が増えて旧女

海外から来町する留学

大切にし︑ここで学んだことを母国に
帰ってしっかりと生かしてほしい﹂と
留学生を歓迎しました︒
会場では餅つきできなこ餅︑茶道の

町が主催して︑地域交流

敷地内に新たに鉄筋
コンクリート造り３

階建て延べ千３７３

平方㍍の東棟︵ 室︶

を増築︒昨年 月か

ら１年６カ月コース

に５カ国から 人が

入寮しています︒

人の混成ユ
ニットと一緒に３曲を披露し

バンドの有志

奏楽部と東川小学校スクール

東川 ジャズオーケストラが初ライブ
昨年 月 日︑町教委︑

略︶

次の通り︒︵敬称
◇東川町社会福祉協

ました︒エリックさんは︑
モーツァルト作曲︑きらきら
星変奏曲を例に︑デキシーか
ら始まったジャズのいろいろ
な演奏スタイルも披露して楽
初めて編成した初ステージ︒ジャズ

しくジャズ解説も︒
﹁Ｅ Ｍ バ ン ド ﹂ の リ ー ダ ー で ト ラ ン

なって︑昨年８月からの練習時間はわ

ベーシストの佐々木義生さんが中心と

マンス旭川を主宰している作曲家で
︶︑片岡雄三
︶︑守屋純子︵ｐ ︶︑中村健吾

ずかでしたが︑力強い演奏を見せてく

心に︑近藤和彦︵

ペット奏者のエリック宮城︵ ︶を中

ジャズ・ビッグバンド

ＷＡ﹂を開きました︒

Ｅ ＨＩＧＡＳＨＩＫＡ

演奏﹁ＪＡＺＺ ＬＩＶ

オーケストラの初ライブ

で東川ジュニアジャズ

センター︵東川小隣接︶

議会会長表彰
▼民生委員児童委
泉文夫︑

稲井孝子︑粟飯原順

員表彰状

桒原克光▼

二︑▼社会福祉協議
会役員

原八重︑高

ボランティア実践者
感謝状

倉美恵子︑畑中あや
子︑岡田たか子
◇北海道共同募金会

︵

︶の特別編成

いの観客とノリのいい熱気で

れました︒

︶︑広瀬潤次︵

ルームにブギウギ専務こと︑上杉周大

満員状態︒町内だけでなく︑

在︶︒

︵昨年

月

日現

ブのゴール予定です

札幌ファイナルライ

うです︒ 月 日に

を駆け抜けてきたそ

でライブツアー公演

日２町程度のペース

は１６５カ所目︒１

︵

シックステットが来町︒東川中学校吹

さん率いるロックバンド﹁ＴＨＥ Ｔ

旭川市内など近隣からもファ

が︑立ち見が出るほどいっぱ

ＯＮ│ＵＰ ＭＯＴＯＲＳ︵ザ・トン

ンが来場しました︒前座出演

という全道制覇ツアー︑東川

昨年４月からスタートした

も出演して大盛り上がり︒

ド︑飛呼露天︵ところてん︶

には︑町内の地域活性化バン

│アップ・モーターズ︶﹂がやってき
ました︒
全道１７９市町村すべてを巡る﹁北
海道１７９市町村ツアー﹂として来町︑
３曲のミニライブをしました︒
会場は十分に３００人入る広さです

HIGASHIKAWA TOWN NEWS

14
Higashikawa 2015 January

TOWN NEWS
ま HIGASHIKAWA
ち・タ ウ ン

ンターで開いた町開拓１２０年記念式
︵トアール︶経営︶︑中澤一行さん

となんてない︒ガットラブさんが 点

典に合わせて発表・試飲会を開き︑期
︵同町内でブドウ農園経営︶２人に栽

再生を託して︑岩見沢市内のブルー

待の新ブランドワイン誕生を祝いまし
培技術を仰ぎました︒

と評価したことはすごいこと﹂と太鼓

しかし生産量が年々細ってきたため︑

うまい！ 新ワイン
﹁キトウシ﹂誕生〜１２０年記念式でお披露目
東川産１００％のワインが誕生しま
した︒昨年 月 日︑農村環境改善セ

91

Ｒ

た︒第１号ワイン限定２千７００本は︑
同年 月１日から町内新発売しました︒

﹁Ｋｉｔｏｕｓ ｈｉ︵キトウシ︶﹂
と名付け︑イラスト画でエゾフクロウ
をラベルに描きました︒
﹁キトウシ﹂は︑岐登牛︵キトウシ︶
山︵標高４５６㍍︶にちなみました︒
アイヌ語で﹁ギョウジャニンニクが群
生するところ﹂︒エゾフクロウは︑ア
イヌ民族の﹁狩猟の神﹂﹁守り神﹂と
して大切なシンボルを意味しています︒

会長感謝状

支え合う地域づくり目指し社会福祉大会
昨年 月 日︑東川町社
会福祉協議会︵川上隆司会
長︶は農村環境改善セン
ターで第 回東川町社会福
祉大会を開きました︒
町内自治振興会役員︑民
生委員︑シニアクラブ会員
約２００人が出席︒安心し
て暮らせる社会の実現を誓
い合いました︒
川上会長は﹁人として尊
厳をもって安心して生活できるようお

▼募金功労団体 東川町赤十字奉仕団︑東
川町農業協同組合︑東川ライオンズクラブ
◇日本赤十字社東川町分区長感謝状
▼奉仕活動功労者 原信子

昨年 月 日︑旧東川小学校ランチ

as

ds

互いに支え合う地域社会の構築が求め

10

91

42

10

開拓120年式典＆ワイン発表会

〝ブギウギ専務〟
がやってきた

られています﹂とあいさつ︒地域福祉︑
ボランティア活動の中核として今後も
取り組む姿勢を強調しました︒
大会では︑藤田優花さん︵東川第一
小５年︶︑樽井萌奈さん︵東川第二小

６年︶︑田辺瑞季さん︵東川高２年︶︑
齊藤望さん︵旭川福祉専門学校同︶の
４人が登壇︒それぞれの経験から福祉
活動やボランティア活動とのかかわり
や大切さを訴えました︒
会場では札幌市在住の作家︑木檜山
博氏が﹁温もりのあるまちづくり﹂と
題して記念講演しました︒
人︑団体を表彰しました︒被表彰者は
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