日㈪

含む︶
受付期間

９月５日㈭〜

日㈪

▼防衛大学校学生︵一般︶
月９日㈯・ 日㈰

日㈯

〜西８号間︶の歩道縁石に生えた
雑草を綺麗に刈り取っていただき
ました︒町からは感謝状を贈りま

長らを表敬訪問しました︒メンバ
ー 人中 人が東川の子どもたち
で︑皆元気に挨拶しました︒
松山育司コーチは﹁ゆめ公園で
練習するようになってから選手の
レベルが急上昇し︑以前は出られ

した︒ありがとうございました︒

なかった大会にも出場できるよう

日︑コンサ東川Ｕ│
７月 日︑東川剣道少年団に所

剣道少年団︑全国大会へ

れることも期待されます︒

た︒近い未来にプロ選手が排出さ

のは実に喜ばしい﹂と激励しまし

い︒こういった形で活躍している

が元気でないと町が元気にならな

を述べ︑松岡町長は﹁子どもたち

躍に注目してもらいたい﹂と謝辞

になった︒今後も子どもたちの活

ボランティア清掃

日︑フロンティア上川

フロンティア上川がせせらぎ水路を

７月
︵大内幸則会長︶の会員が幼児セ
ンター前のせせらぎ水路をボラン
ティアで清掃しました︒旭川開発
建設部のＯＢらが平成 年から取
約５００㍍区間のごみ拾い︑草

り組む社会貢献活動の一環です︒
取り︑土砂清掃を行っていただい
たことで︑清涼な流れを取り戻し
ました︒町からは感謝状を贈りま
した︒ありがとうございました︒

７月

コンサドーレＵ│ ︑タイトル初獲
得

︵小学３・４年生︶が初めて北北
海道大会で優勝しタイトルを獲得
したことを報告するため︑松岡町

良く１本にあしらわれています︒
本州の暑さに打ち克って勝利を収
めて欲しいと大雪旭岳源水もプレ
ゼント︒淡路島︵８月 日〜︶と

属する東中生５人が︑中学生団体
の部で全国大会に進出したことを

旭岳の姿見園地は︑標高千六
百㍍という高地ながら︑︵天気
が良ければ︶旭岳ロープウェイ
を使って誰でも気軽に行くこと
のできる︑道内でも珍しい環境
にある高山帯︒そんな姿見園地
で８〜９月に旭岳ビジターセン
ターが行っているのが﹁姿見ガ
イドツアー﹂︒ネイチャーガイ
ドに動植物の解説を聞きながら
ゆっくり歩くと︑新しい発見が
待っているはず︒この機会に東
川の大自然を満喫してみて！
ス ケ ジ ュ ー ル 午 前９ 時 分
⁚ビジターセンター集合︑
午
前９時 分：ロープウェイ
乗 車 ︑同 時 ： 姿 見の池 園
地 散 策 ︑同 時 分 ： 姿 見
駅にて解散
︵約２時間半︶
参加費 ３千円︵傷害保険料
込︑保護者同伴の幼児は無
料︑ロープウェイ代は別︶
実施期間 ９月末まで
申込・問合せ 旭岳ビジター
センター︵☎ │２１５３︶

︻ 天 候 等により実 施できない場 合があ
ります︒予めご了承ください︼
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日㈮〜
一次試験日
▼防衛医科大学校看護学科学生
月

︵自衛官候補看護学生︶
一次試験日

盛 永 組 が 歩 道５区 間 をボランティ
ア除草

11

プ﹂の計 店中 店のスタンプを
９月

集めた方に記念品を贈呈します︒
日時
︵Ｌ．Ｏ．同７時 分︶

営業時間 午前 時〜午後８時

︵東神楽町東２線 号 番地︶

場所 旭川空港ターミナルビル

月 日㈯・ 日㈰

▼防衛医科大学校医学科学生
一次試験日
南地区隊︵旭川市春光町︶☎

問合せ 自衛隊旭川地方協力本部

ニングセレモニー ▼ 日㈯

イベント内容 ▼ 日㈮ オープ
音楽ステージ︑ワークショップ

│３９３９

│０１００

▼ 日㈰ ﹁空の日﹂⁝グリー
ンポート・ビル全体でイベント
︵詳しくは広報８月号参照︶
☎

７月 日︑盛永組︵盛永喜之社
長︶が︑雑草の刈り取りボランテ

号道路︵北５線〜７線間︶︑②北
７線道路︵西３号〜西５号間︶︑
10

明治神宮︵ 日〜︶での全国大会︑
応援しています！

地デジ広報をご利用ください

自宅のテレビで地デジ広報
を見ることができます︒普段
はイベント情報等を掲載する
ほか︑災害時等は防災情報を
お知らせします︒
①ＵＨＢ︵デジ８︶を映す
②リモコンのｄボタンを押す
③黄色ボタンを押す
択

④地域で上川総合振興局を選
⑤東川町を選択

15

▼ 日㈪ お野菜つかみどり
問合せ

自衛隊旭川地方協力本部から
自衛官等を募集します

次の日程で募集します︒試験会
場はいずれも陸上自衛隊旭川駐屯
地︵旭川市春光町︶です︒旭川駐
屯地にある志願票に記入し提出し
てください︒

ィアを行いました︒今年で６年目

▼自衛官候補生
予定月の１日現在 歳以上 歳
今年は 人で手分けし︑①西４

の取り組みです︒

応募資格 日本国籍を有し︑採用

通年

未満の男女
受付期間
月 日㈰︑ 日㈬のい
③西６号道路︵基線〜北１線間︶︑

ずれか１日

試験日
◆以下３種の共通事項

は１本ずつ︑監督と控え選手は仲

応援旗は︑レギュラー選手９人に

写真と名前︑背番号が描かれた

団に記念品が贈呈されました︒

大会出場が決定した大雪野球少年

︵樽井功組合長︶から︑初の全国

８月６日︑東川農業協同組合

全国大会出場記念品贈呈

ＪＡひがしかわから 野 球 少 年 団に

います﹂とエールが送られました︒

素晴らしい︒今後も楽しみにして

﹁若い時にがんばれるというのは

りという山田さんに︑町長からは

校３年間はサッカーを続けるつも

フルタイムで出場しています︒高

では累計３点を得点し︑全国では

中央︶のポジションで︑全道大会

充分︒山田さんはボランチ︵一番

すでに冬の大会に向けて意気込み

国際︵千葉︶に敗退しましたが︑

全国では残念ながら１回戦で暁星

て優勝し︑全国高校総体へ出場︒

いたライバルの道大谷室蘭を破っ

競技北海道予選会でＶ３を狙って

の里間︶︑⑤東西線道路︵西６号

④西８号道路︵東西線〜ひだまり

55

応募資格 日本国籍を有し︑ 歳
以上 歳未満の高卒者︵見込み

報告するため︑松岡町長らを表敬
訪問しました︒北海道ベスト に
勝ち進み︑７月 日に日本武道館
で行われる日本最大の大会・第
回全国道場少年剣道大会に進出︒
勝ち続ければ１日に７〜８試合
行うという激しさに︑松岡町長は
﹁負けないという気持ちで頑張っ
て﹂と激励しました︒

女子サッカーで全国出場︑山田萌々
花さん

８月６日︑北海道文教大学明清
高等学校女子サッカー部に所属す
る山田萌々花さん︵高校２年生︶
が︑全国大会の結果報告のため松
岡町長らを訪問しました︒
同部は第８回北海道高等学校総
合体育大会女子サッカー競技兼全
国高等学校総合体育大会サッカー

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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2019 September
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45
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【水泳】
【吹奏楽】
◆B&G北海道ブロック･スポーツ交流交歓会
◆第64回北海道吹奏楽コンクール旭川地区
「水泳の部」
予選（８月３日・旭川市民文化会館）
（８月４日・上富良野町B&G海洋センター）
▼〔中学校Ｂ編成金賞〕東川中学校吹奏楽
▼〔女子背泳ぎ１位〕
〔女子バタフライ１位〕 部
田代梓紗（東川町水泳少年団）
◆第40回北海道中学校水泳大会（７月27
−28日・函館市民プール）

10

姿
見
園
地
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♪
約1.7kmの散策路をご案内

35

各種大会成績
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【サッカー】
▼〔男子1500ｍ自由形３位〕
〔男子400ｍ自
◆トラック協会杯全道U-11サッカー大会旭
由形５位〕丸一叶人
川地区予選（８月18日・日本製紙グラウンド） ◆全国ジュニアオリンピック北海道予選会
▼〔優勝〕コンサドーレ東川U-12
（７月20日・道立野幌総合運動公園）
→９月の全道大会（札幌市）に進出
▼〔400ｍ自由形３位〕丸一叶人（SAシーナ、
東川中）
【バレーボール】
◆第39回ミカサカップ兼第42回旭川小学生 【体操】
バレーボール大会
◆第50回北海道中学校体操競技・新体操大
（８月17日・比布町体育館）
会（８月２日・道立総合体育センター）
▼〔３位〕ひがしかわジュニア（東川バレー
▼〔体操競技二部男子個人総合３位〕
〔同種
ボール少年団）
目別ゆか２位〕廣川悠玄（東川中）
【野球】
◆大和ユニフォーム旗争奪Ｂブロック
（８月３−５日、東光スポーツ公園第三球場、
当麻町営球場）
▼〔優勝〕東川大雪野球少年団（４・５年生）
◆第８回旭川ガス燃料旗ロースクールベー
スボール大会（７月28日・旭川ドリームスタ
ジアム、登校スポーツ公園第二球場）
▼〔優勝〕東川大雪野球少年団（１・２年生）
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