の大雪山民間研究家︑清水敏一さ
ん︵岩見沢市在住︶ら︑協力をい
ただいた８人が全国各地から来席
して出版を祝いました︒

区の石川正義さん

石川正義さんから高額寄付

日︑

東川町に位置する大雪山系旭岳
しい﹂という申し出に沿って︑次

﹁教育に関することに役立ててほ

付をしていただきました︒町では

ともあって教育にはすごく関心
がある﹂と託しました︒
松岡町長は﹁こんな小さな町で
養護学校︑道立高校︑専門学校も
あって教育環境が整っているとこ
ろはない︑と誇りを持っています﹂
と一層の教育環境充実に役立て
ることを約束しました︒
︶年に特別養護老人ホー

石川さんの寄付は︑１９８１
︵昭和
ム羽衣園の建設のために高額寄付
をいただいて以来２回目︒

認 知 症 を 合 言 葉 に﹁ オレンジカ

日︑社会福祉協議会に

フェ﹂
オープン

４月
﹁東川オレンジカフェ﹂サロンが

︵
ための知識を深め︑一緒に悩みや

20日㈯▶開会式、シンポジウム（東川町農村環境改善センター）
21日㈰▶スタート（午前７時カヤック、最終は旭岳山頂までハイク）

18
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◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

出版の集い

﹁大雪山│神々の遊ぶ庭を読む﹂

東川町は５月１日︑農村環境改
善センターで﹁大雪山│神々の遊
ぶ庭を読む﹂︵新評論刊︑四六版
5月

︵標高２千２９１㍍︶を中心に︑
代を担う子供たちを育成するため

︵１００︶が役場を訪れ︑高額寄

大雪山の由来︑歴史︑山とかか

した︒

３ ６６ ㌻︶の出版の集いを開きま

わってきた人々のエピソードを紹

同居している二男︑享さん

︵関連 ㌻参照︶

す︒ありがとうございました︒

の教育に役立てることにしていま

中谷宇吉郎雪の科学館友の会の

介しています︒
神田健三会長︵石川県加賀市︶が

市郎町長に目録を手渡しました︒
課題の解決策を考えよう︱という

氷のペンダントづくりとチンダル
現象の実験を披露︒ネイチャーシ
﹁僕の家は貧乏で学校に行けな

認知症への理解と介護︑予防の

ネプロ代表の吉田嗣郎氏︵神奈川
かったので︑子供たちには大学に

オープンしました︒

県秦野市︶は︑多年性植物のシモ

︶と一緒に役場を訪れ︑松岡

バシラに氷花ができる様子を撮影
集いの場︒初日は約 人が集い︑

興味のある方は、下記お問い合わせ先まで♪

ビデオ講座で認知症の基本知識

本語」「表現力」「思いやり」なども同時

行かせなけりゃいかん︑と思って

☆自宅で子どもと遊びながら学びたい

行かせた︒自分が行けなかったこ

は「生きた英語」はもちろん、
「豊かな日

西原義弘町史編集専門員︑共著

☆英語を活かした仕事がしたい

した映像を会場で披露しました︒

ら英語にふれる環境だから、子どもたち

３５２４

映 画﹁はての島のまつりごと ﹂上
映会

☆絵本や物語が好き

ものの︑ほぼ全道平均並みの普及
│０１１

になりました︒お問い合わせは大
雪消防組合東消防署☎

に学んでくれるのです。

﹁ぼだい樹の会﹂の認知症勉強
９

農村環境改善センター

良質なストーリーで心に刺激を受けなが

を学びました︒
会として始まりました︒同会では︑
東川９条の会

映画﹁はての島のまつりごと﹂
上映会を行います︒チケットの取
り扱いはフレンドシップながさわ
│

│２０ ２４ ︑こども冨貴堂

︵ 旭 川 市７ 条 買 物 公 園 ︶ ☎

☎

ン・ユナイツ﹂のアフリカンコン

日時 ６月６日︵土︶２回上映①

３１６９へ︒

場所

午後２時から②同６時から

ン・ユナイツ﹂︒今回は３ 枚目の

一般前売り千円︑当日千

川村さん☎ │５

東川町ミニバレー協会

ミニバレー大会の出場者募集

０５２

お問い合わせ

５００円︑高校生以下無料

２００円︑大学生︵障がい者︶

鑑賞料

が融合したアフリカンリズムとパ

日本とケニア︑セネガルの音楽

うメンバーの希望で実現しました︒

だった東川を再び訪れたい︑とい

ツアーの一環です︒昨年大好評

アルバムリリースを記念した全道

る音楽ユニット﹁パーカッショ

出演は札幌を中心に活動してい

サートが今年もやってきます︒

音楽ユニット﹁パーカッショ

アフリカンコンサート実行委

やってくる

今 年 もアフリカンコンサートが

高齢者の自宅介護︑重度障害の方
の家族介護の方法などをともに考
えています︒
毎月１回︑第３ 月曜日の午前
時からオープンします︒情報交換
を通してともに悩みを考え︑認知
症予防を学びあう場としたい考え
お問い合わせは町社会福祉協議

です︒
会まで︒

付けていますか？ 住宅火災警報
器
大雪消防組合東消防署

住宅用火災警報器は︑万一火災
事故が起きた場合︑住んでいるあ
なたと家族に危険を知らせる大切

ワー全開の太鼓演奏︑歌をお楽し

☆子育ての経験を活かしたい

●申し込みはhttp://www.seatosummit.jp
主催：大雪 旭岳 SEA TO SUMMIT実行委員会
（詳しくは右記 HP またはフリーダイヤルまで）

みに︒特別ゲストとして日本人と

回東川ミニバレー協会長杯ミニ

東川町ミニバレー協会主催の第
バレー大会参加者を募集します︒
当日は弁当の購入あっ旋をします︒
ご希望の方は参加申し込み時に
申 し 出 て く だ さ い ︵１ 個６ ０ ０
日︵日︶午前８時

活動の中心となりなります。

SEA TO SUMMIT 北海道大雪 旭岳（同日開催）
東京都新宿区西新宿

本部

ラボ旭川教室で
無料体験教室実施中♪

な機器です︒まだ設置していない

ケニア人の夫婦バンド﹁オレダブ
日︵日︶午後２時半

エコ﹂も出演予定です︒
︵開演︶

日時 ６ 月

大人千５００円︑学生５

場所 農村環境改善センター
入場料

円︶︒
日時 ７月

B&G東川海洋センター
東川町民︑ミニバレ︱

ません。世界の童話や名作物語の絵本が

20

協会員︑協会登録予定者

きょう”のようなテキストや教材は使い

25
82

▶旭岳安全祈願祭
（午後４時半から旭岳ロープウェイ山麓駅横）
▶森のインフォメーションセンター開設、森のレストラン、
ヌプリコロカムイノミ
（午後3時から旭岳青少年野営場）
▶北海道最高峰・旭岳登頂ツアー
締め切り６月17日、参加費6,000円＝ロープウェー搭乗料金別、温泉入浴券付き＝、
担当は役場産業振興課内事務局、大塚☎090-3890-2291
主催：大雪山旭岳山のまつり実行委員会
ラボ・パーティでは、いかにも“おべん

方︑必要な場所に設置を終えてい
ない住宅はすぐに取り付けましょ
う︒
寝室と︑寝室が２階以上の階に
ある場合︑寝室につながる階段に
煙を感知する警報器の設置を義務
付けています︒すでに設置してい

日券のみ︶

００ 円︑小学生以下は無料︵当

分受け付け
場所

実行委員会事務局
の大谷さん☎０８０│５５９７

参加資格

お問い合わせ

│６８６９︑鈴木さん︵午後５

12

るご家庭では︑いざという時に作

・９％

24

東川町で
ラボ・テューター（先生）
募集中です！
～生きたことばを絵本から～

82

83

６月20日㈯、21日㈰（雨天決行、長靴、防寒具持参）

世界につながる 未来につながる
英語の力を育てます

22

14

第57回旭岳山のまつり／ヌプリコロカムイノミ
【広告】

56

20

18

11

時以降︶☎０９０│８２７８│

45

65

Higashikawa 2015 June
2015 June

19 Higashikawa

動するように機器の作動確認︑電
町内の設置率は︑現在

池交換の点検も忘れずに︒

10

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

に比べてまだ０・９ポイント低い

︵４月末日現在︶です︒全道平均

83

