してその名で毎年多くの写真家を

に配布し︑学校の図書室にも置い
道女子薬剤師会会長の矢武三知さ
ん︵ ︶＝札幌市内在住＝の誕生

役場勤めの間に撮りためた多くの

少年時代から撮り続けた写真︑

れを機に農村交流も進めたい﹂な

ことを学ぶのにちょうどいい︒こ

米作りを学んでいるので︑農業の

は田んぼの学校で田植えを通して
ただきました︒

を表敬訪問して寄贈の申し出をい

会出席のため来道︑松岡市郎町長

て読書してもらうつもり︒５年生

貴重なフィルム映像は︑町の歴史
どと話しました︒

顕彰しています︒

証人として貴重な資料になってい
当月号は︑別冊付録︵Ｂ５版カ
ラー︑ ㌻︶で夏休み自由研究に
活用できる観察ノートがついてい
るのが特徴︒ご飯︑キュウリ︑セ
ロリ︑大豆︑黒豆などをテーマに︑
いろいろな農産物の 種類の実験
を紹介︒毎日食べているご飯や野
菜について細かく観察して記録し
夏休み中の自由研究に役立てるこ
とができるようになっています︒
国立公園整備の一環として最初に

地域交流センター生垣をせん定

日︑地域交流センターの

ボランティア

６月
敷地境界に植樹している生垣が初
めてのせん定時期を迎え︑町内の
造園業会社︑ブルームガーデン
︵三上吉彦代表︶がボランティア
でせん定作業を行ってくれました︒
生垣は２年前の初冬︑同センター
完成時にセンター駐車場の周囲を

京︶に寄贈・収蔵した約 万点か

は︑いずれも国立科学博物館︵東

刈り込み作業しきれいにそろった

この日は約２００本の木を一人で

にそろえて生垣に仕立てています︒

木です︒これを樹高１・５㍍程度

樹種は町木︑桂︒大木にも育つ

囲むように植えました︒

ら漏れて自宅に残っていた数点︒

設置した標識︒植物標本︑押し花

大雪山の名付け親で登山家︑
ほかに本人の画集︵１９１２年︶︑

大 雪 山の名 付 け 親 ︑故 小 泉 秀 雄

植物学者の小泉秀雄︵昭和 年︑
歳で逝去︶の孫︑小泉雅彦氏

の孫が来町

小泉岳の山頂標識は︑終戦後に

ます︒

夏休み自由研究に役立てて︱と
農協から児童雑誌

東川町農業協同組合︵樽井功組
来庁し︑大雪山小泉岳︵標高２千

と林万里教育長に贈呈しました︒
心的役割を果たした教え子で北海

雄植物図集刊行会刊︶の出版で中

◆旭川空港イベント

料です︒ありがとうございました︒

習画帳︵同︶︒いずれも貴重な資
ざいました︒

生垣になりました︒ありがとうご

梅漬け食べて健康に︑
と今年も講

今回の来道は︑ほかに山の会の
仲間９人で日本百名山の登山をす

習会
では東川振興公社に委託して２年

梅漬け食べて健康増進︱と︑町

ることも目的︒﹁８日間で旭岳︑

目の梅漬け講習会を開きました︒

十勝岳︑トムラウシ山︑ホロシリ
岳をめぐる予定︒北海道には二百

日︑キトウシ森林公園情

名山︑三百名山とたくさんの山が
６月

10日
①9：00②10:00③11:00

小学４年以上（各回10人）

④ホールインワンで遊ぼう

10日10：30

小学生以下（200人）

⑤JAL KIDSʼ STUDIO（JALキッズ制服撮影会）

10日、11日
①10：30〜11：30
②13：30〜14：30

子供（保護者同伴）

⑥空港消防車による放水実演と体験乗車（要抽選）

10日11：00〜12：00（3回）

小、中学生（各回２人）

⑦千葉常雄さんと共に飛行機を楽しく撮影する会
in旭川空港（要抽選）

10日 11：30〜13：00

お子さま、女性、初めて航空機を撮
影してみたい方（15人）

⑧ANA/ADO 到着便予想塗り絵大会

10日 11：50〜13：30

小、中学生（20人）

⑨間近で飛行場を見学するバスツアー（要抽選）

10日①12：00〜
②13：00〜

小学生以上（各回22人）

報センターで︑町内５地区の町内

あるけれど︑今回は百名山９つの

③「管制塔、管制技術業務」の施設見学（要抽選）

うち４つの山だけにしました﹂な

ご家族（幼児、小学生を含む各回20
人）

会でそれぞれ講習指導する役割を

②JAL飛行機探検と写真撮影＋子供マーシャリン
グ体験（要抽選）

10日、11日
①8：30〜10：30
②11：20〜13：20

どと山行の話題が弾みました︒

小学３年以上高校生まで（各回４人）

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
を題材に撮影が始まっている映画
製作資金として役立てることにし
ています︒ありがとうございまし
た︒

ひだの塗装の飛彈野会長が寄付

７ 月１ 日︑㈱ひだの塗装工業
︵旭川︑飛彈野浩臣社長︶の飛彈
︶が来庁し︑町に

歳で
用できる児童雑誌﹁ちゃぐりん﹂
㌢㍍︶︑植物標本︑押し花など数

１５８㍍︶の山頂標識︵長さ約

業績を称えるため︑没後写真の町
林教育長は﹁町内の５年生全員

空の日
旭川空港開港50周年まつり

20

野正幸会長︵
多額の寄付をしていただきました︒
月︑

飛彈野さんは︑故飛彈野数右衛
門さん︵２００８年

︵毎月１回発行Ｂ５版カラー︑家

︶＝神戸市在住＝が６月 日

だの塗装会長を務めた︶の二男︒
の光協会発行︶の２０１６年８月

︵

副理事長を退任して松岡市郎町長
点を東川町に寄贈することを申し
没後 周年記念で出版した﹁小

出てくれました︒
泉秀雄植物図集﹂︵変形Ａ４版２

号１００冊を町教育委員会に寄贈
７ 月４日︑馬場伸二専務︑宮崎

しました︒
俊章参事が来庁し︑﹁本を通じて

にあいさつに来庁し︑寄付を申し
の映画製作資金として活用いたし

東川賞の﹁飛彈野数右衛門賞﹂と

では昨年から梅漬けの積極的な町

農業︑食料について学んでほしい﹂ ５２㌻限定本︑１９９５年小泉秀

担っている皆さんが集まって︑指
内普及を進めています︒

町は︑故飛彈野数右衛門さんの

ます︒ありがとうございました︒

出ていただきました︒写真甲子園

６ 月で日本塗装工業会北海道支部

合長︶は︑学校教育用としても活

36

50

導のための事前講習会を開きまし
た︒
一人ダンスさくらんぼの会

代表の増田さん☎

時か

ほかに開港50周年記念事業⑴開港50周年記念講演会（旭川グランドホテル）＝9月9日㈮後３時から＝
⑵パネルディスカッション（東神楽町）＝9月10日㈯後２時から＝

ひとりダンスの新会員募集
東川一人ダンスさくらんぼの会
︵増田智子代表︶はダンスサーク
ルの新会員を募集しています︒
サークルは毎週１回２時間程度︒
一人でダンスをすることを基本に︑
ストレッチダンス︑初心者向けに
社交ダンスのステップも習うこと
が出来ます︒
講師は東神楽町在住で社交ダン
ス教室主宰の矢野君子さん︒初め
験出来ます︒

ての方は最初の１カ月間︑無料体
日時

梅は南高梅の本場︑和歌山県上
富田町から直送してもらった大ぶ

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター︵２階︶
お問い合わせ

講習料 １７００円︵月額︶

毎週火曜日午後１時半から

りの南高梅︒黄色く木熟して上質
㌫︶を

パーセントの減塩

│４１２６

開きます

﹁ 憲 法カフェｉｎひがしかわ ﹂を
東川９条の会

東川９条の会では﹁憲法カフェ
日︵土︶午前

第二地区コミュニティーセ

日時 ８ 月

ｉｎ ひがしかわ﹂を開きます︒
ら

内容 お国ことばで憲法を読もう

※飛行日時の変更や天候、緊急事態などでイベントを変更、中止する場合があります。
※お申し込みは、往復はがきに希望の内容１つ（イベント①②は希望する日と希望する時間を必ず記入）、住所、氏名、
年齢、学年、職業、電話番号を記入し、国土交通省旭川空港出張所まで。①〜③⑥⑦⑨は８月29日㈪締め切り（必
着）。１人１応募。送り先は旭川空港「空の日」実行委員会（〒071-1562、東神楽町東２線15号、国土交通省旭川空
港出張所内、☎83-2541）

逝去︑役場職員を定年退職後︑ひ

14

27

93

10日、11日
①8：30〜10：20
②11：20〜13：15
①JALなりきり整備士体験（要抽選）

なものです︒赤しそ︑荒塩︑焼酎
︵甲類︑アルコール度
使って︑塩分
この日講習を受けた皆さんは︑

漬けの作り方を学びました︒
その後各地区の梅漬け講習会で指
パーセントの減塩

導役を務め︑今年は町内５地区で
約２１０人が
梅漬けの作り方を学びました︒
ウメの効用として期待されるの

場所

は︑クエン酸︑α │グルコシダー
ゼなどの酵素︒梅漬けを食べるこ

脈硬化の抑制効果もある健康食品

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

参加費 １００円

ンター

とで︑食後の血糖値を抑えて糖尿

10

と期待されています︒保健福祉課

病を予防し血液さらさら効果で動

20

27
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Higashikawa 2016 August
2016 August

21 Higashikawa

82

20

45

12

20

30

60

62

73

10

10

