京極さんは︑戦後の１９ ４６

石川さんは終戦後１９４７ ︵昭
生徒の保健と健康に寄与してきま

として 年間学校医を務め児童︑

︵昭和 ︶年に町内で開業︒医師

した︒

︶

年間同協議会理

︶年︑国民健

︶年の第１回の東川村議会議

例会の席上表彰式を行いました︒
和

︶年８月に創立し

年間東川町水防組合長︑

長︑同年から１９８５︵昭和
年まで
１９ ５ １ ︵同

年間会長を務め

︶年から１９７ ６

た東川町社会福祉協議会では︑１
︶年まで

９５３ ︵同
︵同
年間町の福祉発展に

ました︒その後
事を務め︑
多大な貢献を重ねました︒

１９５９︵同

康保険制度の創設時から 年間町

運営協議会委員を務め︑地域医療

に貢献しました︒１９９８︵平成
︶年から５年間︑老人保健施設

ひだまりの里施設長︑１９９７

︵ 同９ ︶ 年 か ら５ 年 旭 川 福 祉 事
年間旭川福祉専門学校非常勤

業会理事︑１９９２︵同４︶年か
ら
講師︒国民健康保険事業功労厚生
周年記念文部大臣功労︵同４

大臣表彰︵平成２年︶︑学校医制
度
年︶︑開基１００年記念社会福祉
功労者東川町長表彰︵同６年︶な

８月31日
（月）
まで
（必着）
。
往復はがきにイベント名、
住所、
氏名、
年齢、
職業、
連絡先電話を明記。
希望イベントごとに
はがき1枚
（１応募１人ずつ）
。

旭川空港「空の日」実行委員会

した太陽光発電設備︵ ㌔㍗時︶

理大臣メッセージ届く

社会を明るくする運動で内閣総

すっきり︒

ん定作業を進め︑伸びた枝芽も

郷土館︑東川中学校でも樹木せ

た︒

お申し込み

で昼間電力の消費も低減していま

ＬＥＤ照明︑体育館屋上に設置

を導入しました︒

貯湯蓄熱方式の電気給湯システム

校給食調理を実現︒給湯にはガス

電化厨房で︑衛生管理と安全な学

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

着替え︑バスタオル︑帽

時〜

同協議会在職中︑特別養護老人
ホーム羽衣園建設実現に力を尽く
し︑今年5月町内の教育環境充実

︶年︑勲５等

のために高額寄付もいただきまし
た︒
１９８５ ︵昭和
瑞宝章︑同年厚生大臣表彰︵社会

年間東川町議会

浜辺さんは︑１９８３ ︵昭和

ど︒
︶年から８期
議員を務め︑その間２００３︵平

エネ型施設として認定を受け感謝
状をいただきました︒
７月３日︑林光明同財団専務理
事が来町し︑合田博副町長が感謝
状をいただきました＝写真＝︒

東小に採用した熱供給システム
は︑二重床を利用している床下空
調方式ヒートポンプ︒夏季は地下
を経由しているトレンチ管︵パイ
プ管︶を通して校舎内に外気を吸
い込んで涼風を供給します︒冬季
はトレンチ管で外気温に地中熱を
取り込んで温めるヒートポンプ暖
房を行い︑省エネルギーを実現し
暖房用の熱は︑校舎のコンク

ました︒
リート躯︵く︶体に一度蓄熱して
放射し︑穏やかな空調環境を作っ
て年間を通して快適な空間を実現
しました︒氷蓄熱式パッケージエ
アコン︵エコ・アイスミニ︶も一
部導入し︑冷房エネルギーの負荷
自校方式の給食調理に採用した

京極宏さん
す︒外断熱工法︑パッシブ換気︑
自然採光の採用と併せて︑エネル
ギー消費量を総合的に削減してい
８月中旬ごろ︑改めて同財団の

ます︒
視察団が来町する予定です︒

得 意のテクニックで庭 木のせん
日︑東川町盆栽愛石会

定ボランティア
６月

︵室田栄会長︑ 人︶の会員が羽

７月１日︑旭川地区保護司会の

町内公共施設の樹木せん定ボラ

衣公園の樹木せん定を行いました︒

中智東川支部長らが役場に来庁し︑
第

ンティアを毎年続けています︒今

応して出された安倍晋三内閣総理

回社会を明るくする運動に呼

た︒

人が参加し︑手分けして公
園内の春の樹木せん定を行いまし

年は羽衣公園から作業を始めまし

（国土交通省旭川空港出張所内☎83−2541、
〒071-1562、
東神楽町東２線15号96）

大臣メッセージを松岡市郎町長に
伝達しました︒
社会を明るくする運動は︑犯罪
や非行のない社会︑過去に犯罪を
犯した人︑非行のある少年の更生
に対して理解を深め︑安全で安心
な地域社会を築くための取り組み
です︒法務省などが主催して毎年
７月の１カ月間実施しています︒
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
組程度︵８月１日から先

路歩来︶
定員

分集合︶

家庭の親子どなたでも︵午

着順︶
対象
前９時
持ち物
子︑お弁当︑敷物︑飲み物

子育て中のお母さん︑体を動か

子育て講座︑
ミニバレー

日︵木︶午前

して日ごろのストレスを解消しま
しょう︒
正午

日時 ８ 月
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象 家庭の親子どなたでも
なし︵要予約︑お母さん同

士で託児︶

定員

上靴︵親子とも︶︑飲み

内容 ミニバレー
持ち物
物︑タオル
◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

石川︑京極︑浜辺氏ら７人に特別
功労︑自治功労表彰
︶︑

町の発展に貢献した石川正義さ

︶︑宮

︶の３ 人に東川町

ん︵１００︶︑京極宏さん︵
浜辺啓さん︵
特別功労︑米田保さん︵
福祉功労者︶︑１９９４︵平成６︶
年︑町開基１００年記念社会功労

︶の４

︶︑溝口復二さん

︶︑石澤清宏さん︵

︵

﨑正志さん︵
表彰︵同︶︑町永年功労表彰︵今

日︑町議会第２回定

︶

年８カ月間町固定資産評

日︑エノ産業㈱︵大隅卓

す︒ありがとうございました︒

業などに役立てることにしていま

寄付として外国人の日本語研修事

金をいただきました︒町では一般

らが来庁し︑松岡市郎町長が寄付

大隅卓也会長︑大隅千晶取締役

いただきました︒

郎社長︶から今年も多額の寄付を

６月

エノ産業が今年も寄付

価審査委員を務めました︒

年から

た︒石澤さんは２００１︵同

同委員会会長としても活躍しまし

振興に貢献しました︒宮﨑さんは

年５月︶など︒

人を自治功労でそれぞれ表彰しま
した︒６月

︶年から２期８年

成 ︶年から４年間町議会副議長︑
２００７ ︵同
産業の活性化︑観光振興の基盤

間同議会議長を務めました︒

42 21

を平準化しています︒

行事（悪天候、緊急事態で一部変更、中止する場合があります）
50

づくりに尽力し︑産業の活性化と
交流人口の拡大のために指導力を
発揮してきました︒

介護保険︑国民健康保険︑後期
高齢者医療の業務省力化︑効率化
を図るため美瑛︑東川︑東神楽３
町で設立した大雪地区広域連合の

年

東川小学校︑省エネシステムで感
謝状受ける
東川小学校の新校舎に導入した
省エネ型の熱供給システムが︵一
財︶ヒートポンプ・蓄熱センター
︵東京︑小宮山宏理事長︶から省

…①前９時②前10時③前11時
管制塔、
管制技術、
気象業務の施設見学
（小学４年生以上、
各回10人）
…①前９時②後12時
ＪＡＬ
（日本航空）
なりきり整備士体験
（小学４年〜高校生、
各回３人）
…①前９時②後12時
ＪＡＬ航空機見学＆写真撮影会
（各回10人＝家族参加可）
…前10時30分
ＡＮＡ
（全日本空輸）
航空機の整備士説明と写真撮影
（同、
同）
…前11時〜正午
（３回）
空港消防車の放水実演、
体験乗車
（小、
中学生、
各回２人）
ＡＮＡ新制服で写真撮影
（身長130㎝以下の小・中学生50人、
希望時間明記） …前11時〜後12時30分
…①正午②後１時
間近で飛行場を見学するバスツアー
（小学生以上、
各回22人）
ＡＤＯ
（エア・ドゥ）
航空機の整備士説明と写真撮影
（小学４年〜高校生、
10人） …後12時30分
…後１時
ＡＮＡ航空機地上業務シミュレーション体験
（小、
中学生、
20人）

65

立ち上げ︑今年３ 月まで９年間同
連合議会議長をして運営の安定に
尽くしました︒︵一社︶ひがしか
わ観光協会代表理事︑東川町商工
会長︒
︶年から３ 期

自治功労表彰の米田さんは︑２
００３ ︵平成

間町議会議員︒その間議会副議長

として議長を補佐し重責を果たし

年間町農

宮﨑さん︑溝口さんは︑２００

たなどと評価されました︒
︶年から３ 期

9月13日㈰ 駐車場無料（当日）
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業委員会委員を務め︑町内の農業

２ ︵同
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