文化レクリエーション課から
文化レクリエーション室☎ │４
２４５︵せんとぴゅあⅡ︶

ぴゅあシネマを開催します

所蔵している作品のうち︑町に

場所 せんとぴゅあⅠ・コミュニ
無料︵申込不要︶

ティホール
参加料
れても良い服装でお越しくださ

その他 幼児は要保護者同伴︒汚
い︒

回デザインスクールを開催し

主催 おはなしの会ぴっぴ工作部
第

円︑中学生以下無料︑他
本郷新記念札幌彫刻美術
丁目︶

館・本館︵札幌市中央区宮の

場所
森 ４条

催します︵旭川市︶

﹃ 次世代につなぐデザイン﹄展を開

織田コレクションと旭川家具か
ら︑子どものためにデザインされ
た椅子やテーブル︑玩具など約
点を展示します︒︵入館無料︶
会期

君の椅子プロジェクト代表の磯

ます

開館時間 午前 時半〜午後６時

日㈰

田憲一氏︵北海道文化財団理事長︶

８月３日㈯〜９月

を特別講師に迎え︑﹁時が生み出
半
場所 中原悌二郎記念旭川市彫刻

す価値〜〝時間〟を味方につけて
〜﹂と題して講演いただきます︒
ー︵ＪＲ旭川駅東コンコース︶

美術館・ステーションギャラリ

時半

日時 ８月 日㈰午後２時〜同３

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

︵きょうご︶氏のカフェツアー

ガーソングライター・河口恭吾

年生︒この夏の帰省に合わせ︑東
日㈪祝︑▼後期 ９月 日〜

会期 ▼前期 ８月２日㈮〜９月

展示します︒
︵

を開催します︒大ヒット曲﹃桜﹄
の数々をご堪能ください︒
日時 ８月７日㈬午後６時半開場︑
地域交流センターゆめり

同７時開演
場所
ん・交流プラザ︵西３号北７︶

﹁雨の日でも体を動かして遊
びたい！﹂そんな時にはコロ
ニヘイヴ︒屋内でスケートボ
ードやロープクライミングが
でき︑１日５００円で遊び放
題︒施設内のボードやクライ
ミングのシューズなども利用
できます︵サイズや数量に限
りあり︑ヘルメットやサポー
ターは要持参︶︒坂はスノボ
での滑りを意識して比較的な
だらか︒他にも FIELD EARTH
のスノーボードレンタル試乗
や︑ BLANKS
.ブランドでボ
ードのシェイプも請け負う複
合施設です︒格好いいボード
は見るだけでもワクワク⁉
店名
kolonihave
住所 東８号北１番地︵旧農
協赤レンガ倉庫︶
営業時間 正午〜午後７時
︵夏は土日のみ営業︑冬は
水曜定休︶
電話 ０８０│３１７０│８
３５６︵オオタニ︶
インスタ
@kolonihave.8go

︻内容や料金等は予告なく変わること
があります︒予めご了承ください︼
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
│６８０１
︵せんとぴゅあⅠ︶

交流促進課から
☎

を開催します

ウズベキスタン文化紹介プログラム

第４回ウズベキスタン文化紹介
ネマ﹂として上映します︒

特別プログラム in Higashikawa 上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ
◆共通事項
無料︵申込不要︶
８月１日㈭午後２時開場︑

年版︶
▼ベスト・キッド︵ 2010
分上映

８月６日㈫午後２時開場︑
会場 せんとぴゅあⅠ・コミュニ

ひがしかわ観光協会から
河 口 恭 吾カフェツアー

を開
2019

彫刻家といわれるフィン・ユール

今年で３年目となる︑シン

催します

作品を前期・後期合わせて約 点

織田コレクションより︑家具の

市︶

フィン・ユール展を開催します︵札幌

８０１まで︶

ティホール

▼シェフ三ツ星フードトラック始
参加料 無料︵要予約︑☎ │６

８月

中心となる村田遼太郎くんは︑東

ーの絵を新しく作ります︒制作の

せんとぴゅあⅡ・キッズコーナ

村田くんとでっかい絵を作ろう

同６時半〜同８時半上映

日時

めました
日㈮午後６時開場︑

同２時半〜同４時

日時

同２時半〜同４時上映

日時

▼くもりときどきミートボール

鑑賞料

せんとぴゅあⅡ多目的室

を開催します︒来町して１カ月に

せんとぴゅあⅠ・講堂
無料︵電話にて要申込︶

場所

なるウズベキスタンからの留学生
名による文化紹介です︒
内容 ダンス﹁ウズベギム﹂︑各
種踊り︑歌︑儀式紹介︑料理試
食
場所

日時 ８月 日㈮午後６時〜８時
参加料

今回は﹁夏﹂をテーマに︑ＣＩ

第４回ＣＩＲトークを開催します

Ｒ︵国際交流員︶がトークします︒
気軽に参加でき︑各国の特色を知
ることのできる楽しい機会です︒
ぜひお越しください︒
時半

日時 ８月 日㈰午後２時〜同３

無料︑申込不要
川町で読み聞かせを行っている
月７日㈭ ※月曜休館

ッキ︵雨天時は変更の可能性有︶ 川町出身で現在は奈良県の大学２

場所 せんとぴゅあⅡ・ウッドデ
参加料
﹁おはなしの会ぴっぴ﹂の工作部
時〜午後５時

︶をはじめ︑心温まる曲
2003

と一緒に絵を描きます︵昨年に続
午前

ウェイに乗車し︑山頂から朝日が

主催：旭川空港「空の日」実行委員会（問合せ：☎83-2541、平日9:00-17:00）

開館時間

登る瞬間の﹁ダイヤモンド旭岳﹂

【その他イベント】ANA豆タグ車体験搭乗、ホールインワンで遊ぼう、
こども縁日など
※詳細は旭川空港ホームページの「新着情報」をご覧ください。
※航空機の運航状況、天候、緊急事態発生等で内容が変更・中止となる場合があります。
※空港駐車場は有料です。混雑が予想されるため公共交通機関をご利用ください。

き２回目︶︒みなさんも一緒に楽

設定しました︒カヤックやバイク
を追います︒また︑実りの時期で

現役を引退してしばらく経った

小・中学生
２人×３回

︵ 入 館 は 午 後 ４時 半 ま で ︶

などのレンタルも通常料金の半額
ある里山の初秋の美しさと収穫す

方と子どもたちがスタッフとして

10:30〜12:00の
間に３回

しみながらお絵かきしませんか︒

料金 チケット代３５００円︑ド
になります︵台数に限りあり︶︒
る楽しさを体感し︑豊かな自然と

日本最大級の審査制写真投稿サ

働く﹁ひとあじちがう﹂活躍の場

22人×３回

入館料 一般６百円︑高大生４百

リンク代１杯５００円︵ドリン
ご参加をお待ちしております︒

のさまざまな魅力をご堪能くださ
い︒
時半︵晴天時︶

日時 ９月８日㈰午前４時〜同

日㈪午後３時

名︵予定︑応募者多数の

場合は抽選︶

定員

８月

無料

イト・㈱東京カメラ部と観光協会

を開きます︒ときどき仕事を間違

①11:00〜
②12:30〜
③14:00〜

日時 ８月 日㈯午前 時〜正午

ク一人１杯以上必須︶
内容 ①環境シンポジウム②大会

前売りは道の駅﹁道草

館﹂︑当日券は会場にて︵同一

販売所
人が映る鮮やかな瞬間を写真に収

時半 ② 日㈰午前６時半〜
会場 ①せんとぴゅあⅠ ②忠別

めることで︑﹁写真の町﹂東川町

日程 ①８月 日㈯正午〜午後１

料金︶
問合せ 観光協会☎ │３７６１
カフェツアーＨＰ

環境保全協力金５百円含む︶

５千５百円︵税別︑

環境保全協力金５百円含む︶

東川町民割

湖・親水広場〜旭岳山頂
https://www.kawaguchi-kyo
通常参加料 １万５百円︵税別︑
go.com/
を開
SEA TO SUMMIT

催します︵参加者募集中︶

参加料
申込締切

申込・詳細はウェブページへ

https://fb.minpos.com/cw/
higashikawa1907̲form
東川町社会福祉協議会から

北星学園大学講師のトムソンロバ

の企画による﹁東川インスタミー

開催します

ひとあじちがう洗車場＆料理店を

ート氏による﹁海外でも通用する

ト﹂を開催します︒インスタミー

立入禁止エリアでの体感ツアー。消防車両の見学
や、間近で航空機離着陸の見学もできるかも？

消防車の助手席に同乗体験

大雪・旭岳

※レンタル代は別途
参加資格 シングルの部 高校生

︵シートゥ
SEA TO SUMMIT

ーサミット︶は︑人力のみで海
以上︑チームの部 中学生以上
８月７日㈬

︵カヤック︶から里︵自転車︶︑

７６１︵大会ＨＰでの受付は終

問合せ・申込 観光協会☎ │３

そして山頂︵登山︶へと進む中で︑ 申込期限
自然の循環に思いを巡らせ︑かけ
了しました︶

がえのない自然について考えよう
という環境スポーツイベント︒タ
イムレースではありません︒東川

﹁東川インスタミート﹂参加者募集

北海道のアドベンチャーツーリズ

１日目の環境シンポジウムでは︑ 中です

町では９回目の開催となります︒

ム﹂と題した講演を予定していま

▼ひとあじちがう洗車場

えてしまうこともありますが︑お

日時 ８月９日㈮午前 時〜正午

おらかな気持ちでお許しください︒
ラマーと一般参加者に町内各地を

トとはインスタグラムを活用した

２日目は自然を満喫しつつ忠別

撮影していただき︑その画像投稿

観光ＰＲのこと︒有名インスタグ

湖から旭岳山頂を目指します︒参

ター︵東８号北１丁目５│２︶
６台限定︵事前申込制︶

各回最大30人

Higashikawa 2019 August
2019 August

19 Higashikawa

す︵予約不要・参加無料︶︒

加賞のほかにも︑ゴール後の抽選

場所 第三地区コミュニティセン
散します︒

定員

① 9：00〜11:00
②11：30〜13:30

26

により東川町の魅力をＳＮＳで拡

今年は町民の皆様により多く参

特別に運行時間前の旭岳ロープ

JAL飛行機探検と写真撮影

JAL(日本航空)機駐機スポットで飛行機見学と写真
撮影

空港化学消防車の体験搭乗

18

屋
内
で
ス
ケ
ボ
＆
ク
ラ
イ
ム
！
※小学生以下は
保護者同伴

74

80

60

①11:30〜
②12:30〜
③13:30〜

10

会では豪華賞品が当たるかも︒
加していただくため︑町民割引を

●下記４つのイベントは事前申込が必要です。応募者多数の場合は抽選となります。
【応募方法】往復ハガキにイベント名、住所、氏名、年齢、学年または職業、電話番号を記入し、９月２日（必着）までに応募（１人１応募）。
【送付先】
〒071-1562 東神楽町東２線15号96 国交省旭川空港出張所内 旭川空港「空の日」実行委員会

17

少しずつ登れるようになる楽しさ！

10

29

管制、管制技術業務の施設見学

※運行状況により時間が前後する可能性あり

対象者と人数
間
時
容

小学５年生以上
８人×３回
管制塔の見学

空港バスツアー
「滑走路に行ってみよう」

12

82

12

空の日/旭川空港まつり 9月22日㈰

10

11 23

74

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

10

内
イベント名

10

24

25

※小学生以下は
保護者同伴

50

82

82

10

50

16

25

23

32

