熱戦︑町民運動会
団結力の強さが印象的な東川第三

７月３日︑町民
で３ 年 連 続 優 勝 の 展 望 閣

全町綱引き競技で︑昨年ま

チームは︑一番の盛り上がりどころ・
所帯︵３年生は
運動公園で第 回

万一の災害︑消防活動に備えて︑年

トップを奪還︒ 競技中４

チーム︵第二地区︶から

今回のインター
東川町町民体育祭
種目５競技に優勝する５冠

を開きました︒
町内各地区︑職
を達成して断トツの強さを

ハイ全国出場の

場︑シニアクラブ︑

ために残ってい

る本間さんら６

人︶︒

ラウンドの水はけが進み︑気温は低め

︵金盛勇松団長︑５分団 人︶が東川

１回日ごろの訓練成果を展示披露して

ウンドの状態が悪く︑小隊訓練︑ポン
プ車応用操法の展示が出来ませんでし

▼パークゴルフリレー ①東雲さわやかク②
喜楽ほのぼのク③寿あじさいク▼交通安全リ
レー ①展望閣Ａ②ハイパワー ③あじさい▼
全町俵かつぎリレー
︵女子︶ ①東川第三②役
場③展望閣▼同
︵男子︶ ①東川第三B②役場
③東川第三A▼増殖ムカデ
︵子供会︶ ①あじ
さい②展望閣③東川第三▼全町百足競走 ①
東川第三Ｃ②東川第三Ａ③ハイパワー ▼玉
入れ ①東雲さわやかク②喜楽ほのぼのク③寿
あじさいク▼全町混成リレー ①東川第三②
展望閣③ニューパワー北町３丁目▼全町綱引き
①東川第三②あじさい③展望閣

以下︑成績は次の通り︒

発揮しました︒

日本語学科の留学生ら チーム約５０

旭川福祉専門学校

点から０・２点
０人が参加しました︒前夜の雨後︑グ

判定差０・１

の中に 校もの

学校がひしめく
ながら土ぼこりの立たない良好なコン

会︒顧問の相田敬史先生は﹁去年は計
グラウンド横に広がった参加者︑観

という激戦の大

になりました︒目指すは男女そろって
画書の書き方で減点されてしまった︒
覧者テントでは︑持参の焼き肉︑バー
いも立ち込めお腹も満喫︒

ベキュー︑ジンギスカンのおいしい匂

ディションに恵まれました︒

全国優勝︒﹁今年こそ優勝だ！﹂と意
でも今年はミスしません﹂と男女そ

山岳部長として︑男女そろって全国
中学校グラウンドで消防総合訓練大会

︵道道旭川旭岳温泉線︶の中心市街地

ろって一斉放水展示を実施︒基線道路

た︒そのためせせらぎ通りで５分団そ

で組織している非常勤の消防組織です︒
を分列行進して防災の要の勇姿を披露

高校入学とともに登山に興味を持っ

しました︒

今年は団員 人が参加しました︒

町内の農家︑商店主︑事業所職員ら

います︒今年は前日の雨で会場のグラ

防災の要︑消防総合訓練

ろって全国一に自信満々︒

気込み熱く準備万端︒
インターハイ全国出場は︑男子チー
ムは昨年に続いて２年連続 回目︑女
子は３年ぶり 回目︒ともに道内屈指
の 強 豪 校 で ︑ 女 子 チ ー ム は１ ９ ６ ２
︵昭和 ︶年の第１回大会で優勝して
６月 日︑大雪消防組合東川消防団

出場に導いた本間部長︑﹁高い所から
を実施しました︒

いる古豪です︒

の景色が好きで︑大雪山という山が身
近にあったので⁝﹂と本格的な山々が
あるこの町の存在が欠かせないと言い

て入部しました︒部員は今や 人の大

するか︒実質５ 年

でもそれからどう

年間は何とかなる︒

付金を利用して７

開かれました︒︵結

プひがしかわ大会が

道キッズバイクカッ

林 公 園 で 第５ 回 北 海

が主催のキトウシ森

の中には メートルのコー

バイクデビューの２歳児

りました︒

応援で元気いっぱい駆け回

んでしたが︑パパ︑ママの

親子で歓声︑
キッズバイク大会
日︑町など

のうちに採算採れ

果は各種大会成績

６月

て何とかなるよう

㌻︶

スを思うように進めず︑マ
マが急がせると自分の思う
ようにならない︑とばかり

町 ︑ 農 協 の 協 力 事 業 と し て４ 月 ス

希望すると︑受け入れする農家で６カ

髙田さんは今後︑農業研修をさらに

トリーしました︒旭川市内など近郊ば

１６ 人の幼児がエン

もちゃで遊んだり︑ロープ渡り︑ロー

公園内で開きました︒木の積み木︑お

大声で泣き出したり︑途中

タートした新規就農者サポートセン

月から１年間程度︑野菜栽培を中心に

かりでなく︑札幌や道南地方からの参

プを使って木登りするツリーイングの

荷を迎える繁忙期を前に親

の要望に応える準備

荷体制も強化︑市場

選機などが入って出

森で遊ぶ木育フェスタも

で戻ってしまう子も︒

ター事業︵新規農家育成事業︶の研修

農業研修し︑就農後の農業経営などさ

加者も増えました︒前夜の雨で芝会場

人 多 い３

生︒北海道農業担い手育成センター

らに町内農家の皆さんからアドバイス

昨年より

︵北海道農業公社︶が開いた就農フェ

７月２日︑東川町農協で東川町農協

多忙期前に野菜生産者が夏の集い

ります︒

コーナーも︒出場を終えた親子が森の

ア︵今年５月東京・札幌開催︑道内
市町参加︶で第１号の短期研修生とし
１週間コースで体験したのは︑最盛

て来町しました︒
期を迎えているハウス野菜の代表作物
サンチュ︒収穫︑パック詰め︑袋詰め︑
包装︑種植え作業を経験し︑﹁楽しか

者は﹁要望に応える

も万全︒卸市場関係
園田会長は﹁６月の日照

ようしっかり販売に

交を深めました︒
不足で出荷が遅れ︑気がか

つなげたい﹂などと

蔬菜︵そさい︶園芸研究会︵園田稔会

り﹂と気を引き締めました︒

話していました︒

った︒ほかの農家の話も聞く機会も作

ハウス野菜の生産強化︑

長︶主催の夏の野菜生産者の集いを開

︵ねぎ︶部会︑養液栽培部会︵サン

トマト生産量の伸びに伴っ

ピーマン部会︑トマト部会︑長葱

き鋭気を養いました︒

チュ︑パセリ︑葉もの野菜︶など９部

て本所出荷倉庫にトマト共

ってもらって勉強になった﹂と好印象︒
﹁やりがいもあるし︑やってみよう
か︑という気持ちはある︒でもずっと
やっていけるか⁝という心配はある︒
一度東京に戻って考えたい﹂︒

会から約１００人が集い︑本格的な出

ま ち・タ ウ ン

受け入れを引き受けた堀部さんは

63

4

TOWN NEWS
ま HIGASHIKAWA
ち・タ ウ ン
本間さん︑
旭東高山岳部でインターハイ優勝へ
町内在住の道立旭
川東高校３年︑本間
航太さん︵ ︶が︑
同高校山岳部の部長
として全国高校総合
体育大会︵インター
ハイ全国大会︶登山
大会︵８月６日から
５日間︑岡山県蒜山
山域︶に北海道代表

11

の足元が緩く︑時折小雨模様の天候で

２歳から６歳まで︑

にしなければダメ﹂

﹁とりあえず︑給

東京の髙田さん︑
第１号の新規就農育成体験
東京都内のＩＴ運営
会社でネットワークエ
ンジニアとして働いて
いる苫小牧出身の髙田
洵司さん︵ ︶が７月
日から５日間︑町内
の堀部邦夫さん︵ ︶

14

38

を受け︑農業経営者を目指すことにな

と厳しい指摘も忘れません︒

22

ます︒

89

26

として出場すること

全国優勝に腕ぶす旭東山岳部の出場チーム＝後方
右から男子チームの本間航太部長（３年）、吉田樹生
さん（同）、後藤開さん（２年）、阪井薫さん、前方は女
子チーム＝吉田ひかり
（３年）、関谷風邪結さん（同）、
村中愛さん（同）、生駒香帆さん（同）

83

遊びを楽しみました︒

10

コンディションはあまりよくありませ

チュ収穫体験を行いました︒

26
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35

26

10

17

16

26

方で施設野菜のサン

68

50

26
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