本を上映しました︒
３ 人の写真家が東川を

の半面﹁鉄道︑電力問題︑

地方から世界の舞台へ〜増山元道経産局長講演
増山壽一元北海道経済
人口減少を抱え︑今は閉塞

﹁ローカルからグローバ
観光手段の共同化︑医療︑

その解決策として﹁輸送︑

感がある﹂とも︒

月

産業局長が来町し︑

してもらうという５回目
ルへ﹂と題して講演しま

﹁北海道は別格︒宝の
ど新分野創出に向けてシェ

術︑組織︑市場の創出﹂な

︵人工知能︶と農業・酪農との結びつ

ルを披露し︑松岡市郎町
カントリースキーの練習

陸上競技︑冬期はクロス

里町に住んでいた小学生時代︑３ 年間

優秀な生徒が出てきているので︑クロ

の高校生もクロスカントリースキーで

本を記念植樹︒

椅子の森でエゾヤマザ
クラ

員︒観光資源を活用して地域振興に役

５ 人に一人がＪ ＡＦ 会

ある情報を提供したい︒

会員ドライバーに魅力

報をいただくことで︑

ポットとは違う観光情

なった︒普通の観光ス

︵篠木弘村長︶が加わって︑

え︑４ 月新たに福島県双葉郡葛尾村

りました︒その後賛同する自治体が増

２００６︵平成

田憲一同プロジェクト代表の提唱で︑

贈るプロジェクト︒磯

まれてきた子に椅子を

﹁君の椅子﹂は︑生

とあいさつしました︒

未来に向かうプロジェクトを続けたい﹂

月

日︑山本淳一

旭川支部事務所長ら同
連盟関係者が来庁し︑
長原淳副町長との間で

た︒

年間に

交を深めました︒
磯田代表は﹁今年で
年目︒３ 年後には２千人目の赤ちゃ

︶＝長野県松

︶年デザインの制

んが生まれる︒その時も再び集まろう︒

２０１０︵平成

作者︑三谷龍二さん︵

た︒

スクールバンド︑吹奏楽部出演︑太鼓︑
郷土芸能発表が目白押し︒日
本語学校のベトナム︑タイ︑
中国︑台湾︑韓国からの留学
生の皆さんがみずほコーラス
と一緒に合唱出演したり︑大
正琴の演奏︑日本舞踊︑詩
吟・剣舞に見事な舞いを披露
しました︒

4
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日︑せんと

アウトドアフェスティバル開く
月

ぴ ゅ あⅠ ︵ 旧 文 化 芸 術

も東川アウトドアフェ
のスライドセッションは︑

交流センター︶で今年
日︑せんとぴゅあⅠで

スティバル実行委員会

＝︑矢野貴大さん︵
島になる可能性がある﹂
ア リ ン グ エ コ ノ ミ ー ︑ ＡＩ

自動運転技術など新たな技

主催の東川アウトドア
＝深川＝︑ジミー・オカ
と前置きしました︒﹁北

︶

フ ェ ス テ ィ バ ル２ ０ １
︶＝札幌＝
極海航路で北海道はヨーロッパから一
き︑ｅ スポーツ︑フィンテック︑エネ

時間で
番近い︒地球温暖化によって北海道は
ルギーの地産地消などの可能性と北海

制作した東川を映像作品として発表し
世界の真ん中になる︒熱いアジアの亜
道モデルの創出の必要性を取り上げま

かれている﹁バンフ・マウンテン・

熱帯気候の国々の中で︑唯一の太平洋
した︒

ました︒
会場は︑町内の山グッズ店︑飲食店
気候︒治安が良く︑公共交通︑正確な

回全国障害者スポーツ大会︵福
長に受賞報告しました︒

全国障害者スポーツ大会で銅メダル

フィルムフェスティバル﹂の映像作品
の中から︑大自然に挑む冒険を記録し
などの出店ブースも並び︑楽しいお祭

品を毎年紹介してきました︒
﹁ヤング・ガンズ﹂は︑アメリカ在

日・
を﹂などと話しました︒

陸上スポーツ少年団で活動し︑中学校

スカントリースキーでも東川に住んで

第
井しあわせ元気大会︑
父親の転勤で昨年東川
松岡町長は﹁うちの町

住の日本人フリークライマー︑白石阿

福井市など９市２町で開催︶の陸上競
に移住してきました︒清

︱

した姿で登場しました︒﹁天性のクラ
技︵知的障がい︶に出場した淺野滉太

校あいべつ校１年＝が男子︵少年の部︶
では陸上部に所属︒各種スポーツ大会

︶＝東町１︑美深高等養護学

月

イマー﹂﹁新世代のリーダー﹂などと
さん︵

２００㍍︑同４００㍍でそれぞれ３位︑

くつづったドキュメント︒目も眩む峡

いる一人としてぜひ活躍してもらいた

８位に入賞して凱旋しました︒
でメダル４個を獲得する成績を残して

谷に張ったロープ上で空中サーフィン

﹁年中スポーツをしていたい︒夏期は

い﹂と激励しました︒

を銅環で包んだ手ごたえのある銅メダ

センターで﹁君の椅子

東３ 号北６線の君の

いるそう︒スポーツが大好きだと言い︑

月２日に来庁しました︒七宝焼き

に挑む﹁サーフ・ザ・ライン﹂︑国民
的英雄となったシャエルパの人生を描
いた﹁ラブド・バイ・オール﹂など９

君の椅子︑家族集まり交流会
日︑地域交流

山本所長は﹁道内で

の集い﹂が開かれまし

月

協定︑旭川支部と

た︒

は

立つ協力を進め︑ドライバーサービス

７町村の広域連携の輪が広がりました︒

本市＝も出席︒﹁毎日の暮らしが輝い

地域交流センターで昼

署名・協定を結びました︒﹁地域の観

を強化したい﹂とあいさつ︒長原副町

東川︑剣淵︑愛別︑東神楽︑中川の

ていることが何よりも良いという大事

た︒

光振興と会員ドライバーのサービス強

長は﹁観光客は年間１４５万人来てく

各町からかつて君の椅子を受け取った

なことを伝えている﹂などと話しまし

食会と交流会を開き親

化に役立てたい﹂との意向を示しまし

れているが︑情報発信が不足している

家族︑君の椅子倶楽部で椅子を購入し
家族ら約１００人が集いました︒

秋のにぎわい︑町民文化祭
影絵﹁金のおの銀のお

カル﹂︑オペレッタ

月３ 日︑農村環境改善センターで

茶会が開かれました︒文化ギャラリー

﹁ピーターパン﹂を演じ︑

22

定を結びました︒

協定は①地域の観光振興に関するこ

ので︑協定提携によっていっそう情報

た

について双方で情報提供の協力を進め
るもの︒
Ｊ ＡＦの観光情報システムとは︑イ
ンターネットサイト︑Ｊ ＡＦナビ上で︑

て作成したモデルドライブプランなど

では手芸︑書道︑陶芸︑絵画︑盆栽な

楽しみに来場した子ども

の﹂︑人形劇﹁マダガス

コンテンツを告知するものです︒町が

どの総合作品展︑ふるさと交流セン

回町民総合文化祭の芸能発表会と

運営するインターネットサイトなどと

たちは舞台に釘づけ︒

小︑中学校︑東川高校の

芸能発表会は︑町内の

ターでは囲碁大会も開かれ最終日のに

午前中は旭川福祉専門学校の学生が

情報をリンクさせ︑接続を容易にする

観光団体に委託できることを定めまし

ま ち・タ ウ ン

66

13

18

ぎわいを見せました︒

第

48

こと︑システム運用は１団体に限って

東川町が利用料︵年度ごと︶を支払っ

48 11

︶年東川町から始ま

と②その他地域振興に関すること③Ｊ

発信したい﹂などと期待を込めました︒

13

町とＪＡＦとが観光協定
東川町は︵一社︶日

15

︶が５年ぶりに成長

驚異的能力を秘めた阿島と︑米国人カ

13

して６番目の協定と

36

本自動車連盟︵矢代隆
義会長︑以下通称Ｊ Ａ
Ｆ︶と観光情報の発信︑

28

11

ＡＦの観光情報登録システムを利用︱

協力で連携する観光協

50

10

島︵あしま︶︵

イ・ライトナーとの新たな挑戦を美し

10

18

16

16

交通インフラ︑乳製品がある﹂と魅力

たドキュメンタリーを紹介する企画と

の写真家３人が

30

りを演出しました︒

36

46

して始まって６年目︒驚くべき映像作

カナダ・バンフで開

ヤマさん︵

36

８が開かれました︒

した︒

野原肇さん︵

︶＝東京

︵中川伸也実行委員長︶

撮り競って来場者に投票

10

11
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