どにクレジ
３年生の瑞希さんは６月 日の北

しました︒クラーク記念国際高校

今後の町の平和と繁栄を祈念しま
俘虜収容所に送られた中から強制

いるその灌漑用水地は︑日本軍の

用されています︒現在も使われて
困難︒各種

得するのは

外国人が取

が必要だが︑

島松コース︑北広島市︶に出場が

９日〜札幌国際カントリークラブ

予選で優勝し︑同プロ大会︵８月

海道ｍｅ ｉｊ ｉカップ・ジュニア

人の中国人民により建設されまし
としても営業チャンスを失ってい

言語のフォローが無いため︑企業

ときにも多
で︑﹁自信はあります﹂と気合十

る見込みのプロ試験にも挑戦予定

引き下げられ︑相当な競争率にな

は︑日中戦争の発端となった１９

の上に完成しました︒この慰霊祭
就活制度についても各国と日本の

るのでは﹂との意見がありました︒
生が期待されます︒

分︒東川出身のプロゴルファー誕

語を学ぶ留学生の就職支援におい

違いについて情報を交換し︑日本

７月８日︑昨年町とパートナー
積極的に接してほしい﹂との要望

る︒外国人というだけで避けず︑

らえればコミュニケーションでき

くてもやさしい日本語で接しても

が所属する

︵２年生︶

藤心晴さん

年生︶︑遠

太さん︵３

校の柏原翔

に取り組む同社と各国からの留学
告に来庁

柏 原 瑞 希さん︑ゴ ルフ 大 会 優 勝 報

道北ボーイズが︑日本少年野球連

ーム・旭川

土地改良区︑旭川日中友好協会︑

で慰霊祭を執り行いました︒東和
いる人もいて︑将来的に自分にも

高い︒町内には外国人で開業して

の町〟として日本全国で知名度が

定しました︒お二人とも東川大雪

会・東北大会︵仙台︶に出場が決

位となり︑７月 日開幕の全国大

年度の町スポーツ奨励賞受賞︶︑

７月８日︑柏原瑞希さん︵平成

ース︒プロを目指し日夜頑張って

ピッチャーかつ４番でチームのエ

柏原さん（左）、遠藤さん（右）
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
ットカード

が来庁し︑松岡町長らを表敬訪問

大雪山の湧水は作物には水温が

話の契約な

低すぎるため︑遊水地にて水温を

ました︒

遺族会︑社会福祉団体︑自治振

ました︒
興会代表など約１００人が出席

期待されます︒
本作品は現時点では国内で視聴

︶年の入植以来︑町の発展の礎
決定︒今年から受験年齢が 歳に

した︒開拓の碑は１８９４︵明治
申込をする

２柱を慰霊するために建立され︑
たが︑多くの負傷者と 名の犠牲

３７︵昭和 ︶年７月７日の盧溝
橋事件に合わせ︑毎年この日に追
東 川 中の柏 原 翔 太さん︑遠 藤 心 晴

悼の意を込めて行っています︒

シップ協定を結んだ㈱セブン銀行
も︒まずは挨拶から初めてコミュ

東川中学

さん野球で全国大会へ

によりワークショップが開催され
ニケーションしてみましょう︒

留学生からは﹁外国語ができな

ても意味のある事業となりました︒

ました︒町立日本語学校から９名︑

れました

中国人強制
旭川福祉専門学校日本語学科から

多文化共生ワークショップが開催さ

約２００人が中心市街地を行進︑

た

連行事件殉

会︵代表委
日本の良いところについては

生の相互の学びの場となりました︒

７月７日︑

難烈士慰霊
名の留学生が参加︒多文化共生

員・外山弘
盟東日本ブロックの北海道選手権

美東和土地

硬式野球チ

碑管理委員

中国人殉難烈士慰霊祭を行いまし

鼓を披露しました︒

第一小の児童は道草館前で一小太

町内小中学校の園児・児童・生徒

慰霊祭に先立ち︑幼児センター︑

ます︒

毎年この時期に慰霊祭を行ってい

となった開拓功労者や戦没者４６

連行により東川に送られた３３８

し︑この地を開拓した先人を讃え︑ 上昇させてから農業用水として使

できませんが︑９月中旬に開催さ
れる﹁ベトナムフェスティバル
札幌﹂で上映予定です︒
﹁社会を明るくする運動﹂内閣総理

７月１日︑旭川地区保護司会東

大臣メッセージ伝達

川支部の保護司が来庁し︑松岡町
長に第 回﹃社会を明るくする運
動﹄内閣総理大臣メッセージを伝
達︒﹁犯罪や非行を防止し︑立ち
直りを支える地域のチカラを推進
し︑誰もが〝ＲＥ スタート〟で
きる社会を構築する﹂ことへの参
加と協力を求められました︒
東川支部では毎年︑東川中学校
の協力のもと﹁社会を明るくする
運動﹂普及啓発講演会を行ってお

７月６

り︑早期からの予防教育の大切さ
について訴えています︒
町民慰霊祭を行いました

日︑町社
大会︵６月 日︑岩見沢市︶で４

東川町︑旭川市︑旭川華僑協会︑

﹁東川の人はとても親切︒〝写真

﹁平和と

改良区理事長︶が東 号共同墓地

開拓の碑﹂

の悪いところについては﹁携帯電

幌日中友好協会からも参列があり︑ れる﹂とのコメントが複数︒日本
約 人が日中平和を改めて祈念し

子どもたちに食の大切さを伝えて

30

慰霊追悼
式を行い

います︒今後の活躍に期待大です︒
﹁ちゃぐりん﹂は定期購読も可

いきたい﹂とコメントしました︒
能です︒ご興味のある方はＪＡひ
がしかわ営農課︵☎ │２１２１︶
にお問合せください︒
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【バドミントン】
◆上川中央地区中体連バドミントン大会
（６月23日・東神楽町総合体育館）
▼〔男子団体３位〕
〔女子団体３位〕東川中
バドミントン部

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
６月 日から７ 月 日まで
に社会福祉事業にご寄付をい
たいた方は次のとおりです︒

7北

︽ご香典の返礼にかえて︾

東町2丁目
西

近藤八千代様
村端 一昭様
箕浦
隆様
京極
元様
若松 良子様
石川
亨様
澤田 雅実様

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください
日々の生活で困っていること︑
悩みごとをお気 軽にご相 談く
ださい︒秘 密は守 られます︒事
前にご連 絡ください︒︵☎ ︱
７５０５︑随時受付︶

松林 加代子

︻今月の相談員︼

各種大会成績

で東川町

野球少年団出身です︒柏原さんは

30

会福祉協
議会は郷

12

何かできる可能性があると感じら

土館横の

10

旭川大学留学生に加え︑今年は札

14

82

ＪＡひがしかわより児 童 農 業 雑 誌

教育課長が受領しました︒町内各

橋賢営農課長より︑佐藤文泰学校

ただきました︒馬場伸二専務︑髙

の光協会発行︶を１００冊寄贈い

りん﹂８月号︵ＪＡグループ・家

会に児童農業雑誌・月刊﹁ちゃぐ

︵樽井功組合長︶より町教育委員

７月 日︑東川町農業協同組合

を寄贈いただきました
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◆上川代表決定戦 バレーボール大会
（７月６日・名寄市総合体育館）
▼〔３位〕東川中バレーボール部
◆上川四地区中学校バレーボール大会
（６月23日・鷹栖中学校体育館）
▼〔２位〕東川中バレーボール部

【サッカー】
◆第16回全道少年U-10サッカー北北海道
大会（７月13日−15日・帯広の森球技場）
▼〔優勝〕コンサ東川U-10 ※タイトル初獲
得
◆北海道クラブユース選手権U-15
（７月６日・夕張市）
▼〔３位〕コンサ旭川U-15
◆ロバパンカップ旭川地区予選
（６月29日−30日、東光スポーツ公園）
▼〔優勝〕コンサ東川U-12

小学校５年生 人に配布するほか︑
各学校の図書室︑学童保育センタ
ー︑せんとぴゅあⅡほんの森︑に

もらえれば﹂と話し︑佐藤課長は

夏休みの自由研究にも活用して

﹁食育をしっかり理解できる本︒

属する夏休み特大号︒馬場専務は

畜産物はじめてものがたり﹂も付

ップ﹂が付いた別冊﹁ニッポン農

今年の８月号は﹁お米の品種マ

設置します︒

88

【バレーボール】
◆ 第12回旭川市スポーツ少年団バレー
ボール交流大会
（７月20日・旭川市リアルター夢りんご体育
館）
▼〔３位〕ひがしかわジュニア（東川バレー
ボール少年団）

【水泳】
◆北海道ブロック夏季選手権水泳競技大会
（７月７日、野幌総合運動公園）
▼〔200ｍ自由形 13〜14歳区分選考１位、
全体３位〕
〔400ｍ自由形 13〜14歳区分選
考 ２ 位 、全
体 ３ 位 〕丸
一 叶 人（ S A
シーナ、東川
中）
※２種目で
全 国 大 会・
第 4 0 回
JSCAブロッ
ク対 抗 水 泳
競技大会
（ 1 0 月 1 2・
13日、静岡県）へ進出
◆札幌ジュニア水泳競技大会
（７月６日、札幌・平岸プール）
▼〔200m自由形３位〕丸一叶人（同上）
◆第74回北海道選手権水泳競技大会（６月
29日-30日・野幌運動公園）※年齢無差別
▼〔1500m自由形８位〕
〔400m自由形B決
勝５位〕丸一叶人（同上）
◆上川中央地区中体連野球大会
（６月23日・上川町営球場）
▼〔３位〕東川中野球部
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【剣道】
◆上川四地区中学校剣道大会
（６月23日・愛別中学校体育館）
▼〔男子団体優勝〕東川中剣道部
▼〔女子団体３位〕東川中剣道部
▼〔個人優勝〕窪田慎二
▼〔個人３位〕小坂翔太
※全道大会（栗山町）に進出
◆上川四地区中学校サッカー大会
（６月23日・東川ゆめ公園）
▼〔３位〕東川中サッカー部

【野球】
◆第８回北海道Ｃ１トーナメント
（７月21日・ゆめ公園）
▼〔２位〕大雪野球少年団
※全国大会（第41回全日本都市対抗野球少
年軟式野球 淡路島大会）へ進出
◆マクドナルドトーナメント高円宮賜杯 北北
海道大会（７月13−15日・当麻球場）
▼〔優勝〕大雪野球少年団
※全国大会（明治神宮球場）へ進出
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