か︒７〜 月は雨季︑
〜２月が冬で最低

日︑いっぷく

そばセット︑特製天ぷ

いつもとは
﹁ひとあじ違う﹂料理店
８月

マトラコーヒーを片手になごやかに語

とファティさんのス

のモチモチゴマ団子

ク︒ズィさんお手製

﹁夏﹂についてトー

に分かれ︑各国の

後半は３グループ

暖かいそう︒

マ イ ナ ス ５ ℃と 年 中

笹一︵南

働く企画で︑今年２月

ホールスタッフとして

けた方︑子どもたちが

た方や要介護認定を受

引退してしばらく経っ

催されました︒現役を

あじ違う料理店﹂が開

議会内︶主催の﹁ひと

センター︵社会福祉協

にて︑町ボランティア

ました︒﹁もし注文を

の来店者と語らってい

にみなスタッフやほか

ソフトクリームを片手

後のコーヒー・紅茶と

サプライズもあり︑食

手書きイラストを描く

とつひとつ紙コップに

店の絵本も制作︶がひ

田遼太郎さん︵同料理

今回は町内出身の村

ら弁当に舌鼓︒

らいました︒﹁夏はご飯ではなく麺類
の東川楽座

風和︵北町５︶

アイタリーさんの出身地・サハ共和
が多い︵ミャンマー︶﹂﹁昔は季節に
町１︶での開催に続き２回目です︒

茶屋

国はロシア連邦で最も寒く︑首都ヤク
よって時計の針を動かした︵ロシ
スタッフは注文票をキッチンに届け
り組みが︑町内に広がる事を願います︒

ーツクは
年の気温はマイナス
〜

℃だそう︒

℃〜

任した２人が自国を紹介︒

参加し︑前半は８月に着

︵ミャンマー︶の６名が

︵ロシア︶︑チョウさん

ア︶︑アイタリーさん

ティさん︵インドネシ

ッタさん︵タイ︶︑ファ

キムさん︵韓国︶︑スミ

〜３月の半年間が冬で︑例
ア︶﹂⁝などの日本との違いを話すう
たり︑水や食事の配膳︑食器下げなど

６・７月と短かく

恒例となったステージイ

が中止となりまし
たが︑２日目は
℃超の暑さとなり

で見守ろう﹂というこのあたたかい取

日に開催予定︒予約受付中です︒

ンピューターゲーム上で行わ
れる競技︶の小大会も行われ
ました︒今回はキトウシ森林
周年ということで︑

ワトリ︑ヤギなどと触れ

会場内ではウサギやニ

次回︑春のフェスは来年５月下旬の土

秋の夜空を大きな花束で飾りました︒

１日 目 の 夜 に 盛 大 な 花 火 大 会 を 開 催 ︒

公園創立

合える移動動物園や︑近

日に開催予定です︒

盛況に︒

19

間違えてしまってもおおらかな気持ち

℃︒夏は
ち︑田舎と都会にギャップがあること
月は﹁ひとあじ違う洗車場﹂を

月

を行いました︒子どもたちは席への案

次回は

など︑共通点も見つかったようです︒

チョウさん曰くミャンマーの夏は３
℃と暑く︑汗をか
ウィン﹂です︒

ベントは︑残念ながら初日
年人気のｅ スポーツ︵コ

せんとぴゅあを彩る
﹁花の小径﹂完成
とし︑町が２年かけて敷

ている︒〝目を開けれ

東川の人がたくさん出

松岡町長は﹁映画には

郷だと思っている﹂︑

してくれた︒第二の故

の人々はとても親切に

し︑ダオさんは﹁東川

の除幕式を行いました︒それぞれ町外

︵こみち︶﹂記念サイン

長らと共に﹁花の小径

京会会長︶が来町し︑町

成︶の田丸征子代表︵東

町出身会︵旭川市︶で構

京会︑札幌東川会︑東川

備有志会︵ひがしかわ東

ひがしかわ東京会から寄贈された花の

せんとぴゅあⅡの南西側入口エリアに

日︑花の小径準

ば東川が見える〟﹂と

在住の東川町出身者の団体で︑日頃よ

植栽も行いました︒田丸会長がベロニ

９月

コメント︒上映後には

り精力的に町のＰＲや応援をしていた

地の東側と南側を整備︒

感動ですすり泣きも聞

だいています︒
道で撮影したいですか﹂

ぴゅあ﹂に生まれ変わっ
た旧東小に根を張る花々
は︑木漏れ日の中で色彩
豊かな癒しの空間を創り
出します︒除幕式後は︑

備有志会として〝校庭に花を〟を合言

し︑旧東川小学校の卒業生を中心に準

﹁花の小径﹂は︑同会の有志が企画

誇り︑せんとぴゅあをより魅力的に彩

ています︒来春はたくさんの花が咲き

タルポピー︑黄金雪柳なども植えられ

たほか︑同会より寄贈されたオリエン

カ・オックスフォードブルーを植樹し

葉 に 寄 附 を つ の り ま し た ︒ 総 勢 ２ １０

ってくれることでしょう︒

知名度も向上し︑コレを目

人からあった多額の応援を費用の一部

以下だったものの︑

今年も源水かき氷に行列
年目の北の恵み 食べマルシェ
日︑旭川駅前〜旭川市

新たな交流施設﹁せんと

こえる中︑﹁再び北海

ケ地に選んだ﹂と明か

当︒来店者は事前に予約した夏カレー︑

内やアンケート記入のお願いなどを担

〜６月で最高気温
くので味付けの濃い料理が多いのだと

かぼちゃ︑ズッキーニ︑大

ーン︑アロニア︑新米など

根︑玉ねぎ︑プラム︑プル
９月７日・８日︑キトウシ森林公園
など︑旬の味覚を求める

秋の収穫感謝祭
回くらし楽しくフェスティバ

にて第

毎年春と秋に開催しており︑９月は

人々であふれていました︒

﹁秋の収穫感謝祭﹂と銘打って︑とれ
は早朝の雨で午前中の演目

ルが開催されました︒

たての野菜や果物を販売︒とうきび︑

日︑

ベトナムフェスで東川ロケの映画上映
９月 日・
﹁ベトナムフェス
ティバルｉｎ 札幌﹂
に町が出展しまし
た︒アカプラ︵同
市北３条︶では町
ＰＲブースを設け︑
札幌グランドホテ
ルでは東川町で撮
影されたベトナム
映画﹃目を閉じれ
ば夏が見える﹄の
上映会を開催︒生

を撮りたい﹂と応えた監督へ拍手が送

との質問に﹁ぜひ新作

て東川町に来たベトナム人女性と日本

られました︒

き別れの父を探し

人カメラマンとの切ない恋愛や町の
人々とのふれあいを描いたこの作品は
ベトナムで大ヒットし︑主演女優のフ
ン・アン・ダオさんはハノイ国際映画

人もこの上映会に参加︒

日〜

日差しが強く体感温
度が高かったことも

当てに来る人もいるとか？
日には旭川駅前広場の
特 設 ス テ ー ジ で の ＦＭ り べ
ーる公開録音﹁マダムケロ
コのちょっと長話﹂にゲス
トとしてドートレトミシー

目という東川をイメージした青色の衣

が出演︒この日からお披露
い水でつくったかき氷を求めて大行列

あり︑東川のおいし
２・３仲通のブースでは大雪旭岳源

装に身を包み︑２曲を熱唱しました︒

された﹁北の恵み食べマルシェ 2019
﹂

買物公園〜七条緑道〜常盤公園で開催

９月

30

ができました︒毎年出店しているため

に町が出展しました︒

14

祭で最優秀女優賞を受賞しました︒町
民と留学生約

なんと札幌で働く町立日本語学校の卒
業生も駆けつけ︑思わぬ交流も生まれ

上映前の舞台挨拶では︑カオ・ト

ました︒

10

℃

25

8

TOWN NEWS
ま HIGASHIKAWA
ち・タ ウ ン
日 ︑ 第 ４回 Ｃ Ｉ

新たに着任した２人も参加 ＣＩＲトーク
８月
Ｒトークを開催しました︒

18

日㈯︑テーマは﹁ハロ

今回はズィさん︵中国︶︑

10

水かき氷などを販売︒ 日は気温

ま ち・タ ウ ン

14

ゥ・ニー監督が﹁東川で行われた撮影

16

▲左から２番目が田丸会長
（除幕式にて）
▲この日が誕生日のマダムケロコ（中
央）に花束を渡すドートレトミシー

50

ワークショップ﹁ＦＬＹ﹂に参加した

14

30

45

30

▲左からチョウさん、アイタリーさん

19

27

44

プロデューサーに熱烈に勧められてロ

10

14

10
▲右からダオさん、監督

16
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