日㈯午後４時〜

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
上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ
ネマ﹂として上映します︒

分前に開場します

無料︵申込不要︶

せんとぴゅあⅡ多目的室

◆共通事項

場所

鑑賞料

※上映開始

場所 地域交流センターゆめりん
無料︵申込不要︶

多目的ホール
参加料
和服リフォーム展を開催します︵体

和服リフォーム﹁和児﹂の河原

験参加者募集中︶

和子氏を講師に迎え︑和服の生地

〜４時︒ 月は 日と 日︒開
催日はせんとぴゅあⅡ掲示板︑
としょりんＦＢで告知︒
ジ
中学生以上

場所 せんとぴゅあⅡ交流ラウン
対象

旭岳ビジターセンターから

ガイドツアーのご案内

☎ │２１５３

ム作品を着ての写真撮影などを行

時〜午後４時

せんとぴゅあⅡ体験室

午後４時〜同６時

月６日㈰午前９時半集合

Ｒ代表︶
月 日㈬午後１時半〜同

名︵先着順︶

旭岳ビジターセンター

３時半

日時
場所
定員
参加費

５００円

申込 電話︑ＦＡＸ │２１５５︑
ＨＰ

メール

︑
http://asahidake-vc-2291.jp
higashikawapu@gmail.com

│４６６６

東川スタイル課から
せんとぴゅあⅡ☎

FUNKIST 周年ツアーが東川で

開催されます

︵ファンキスト︶は︑
FUNKIST

のレコーディングとコンサートに

ＯＮＧ﹁ここは地球のどまん中﹂

加藤登紀子さん書下ろしの東川Ｓ

込︶︑小学生以下無料︵要保護

参加費 ２５００円︵傷害保険料
参加して以来︑数度にわたり東川

〜正午ごろ解散

日時

解説しながら︑ゆっくり歩きます︒

山や高地がもたらす独特の自然を

紅葉が見ごろの旭岳温泉で︑火

います︒河原氏の作品も展示︒
日㈰

いラスカル きえたおはなのな

日㈭〜

ぞ︑めいたんていラスカル か
月
午前

時間

町のステージに立ち︑東川中学校
てきました︒今回は東中吹奏楽部

吹奏楽部とも音楽を通じて交流し

人︵最少催行３人︶
月４日㈮

者同伴︑内容は大人向き︶
定員
申込締切
をはじめ︑アイドルグループ﹁ケ

今年６月 日にせんとぴゅあで
レトミシー﹂が参加し︑４組によ

コースティックユニット﹁ドート

ミカル⇅リアクション﹂︑今年４

開催した講演を︑新たな内容を盛
るコンサートを行います︒

大雪山﹂を開催します

講演会﹁地名と探検史から 紐解く

自由なテーマでゆったりとおしゃ
り込んで再演します︒かつての探

時事問題や社会情勢について︑

ませんか

﹁そくらてすカフェ﹂でおしゃべりし

ム展は入場無料︶

参加料 １日５００円︵リフォー

場所

ゆかた着付け体験

▼リフォーム作品を着て写真撮影︑

時間

▼小物作り体験・リフォーム相談

会期

▼オータム・ウォッチング

月 日㈯午後２時〜同４

月 日㈭午後２時半〜同

月 日㈮午後６時半〜同

月 日㈭午後２時半〜同

べりする学びの場です︒﹁まちの
検家は︑アイヌ民族の力を借りて
ツアー名

日㈯午後１時開場︑

参加無料︑申込不要です︒﹁そ

当てました︒大雪山の地名の由来

込みに伴い︑ストーブなどの暖房
器具を使用することが多くなりま

FUNKIST 20th TOUR

月７日㈪午後７時から

〜 LION
〜

ません︶までお越しください︒
大型水槽車︵日野 Ｋ
│ ＦＳ６００ ＡＤ改﹇昭和

払下車両

のようなことに十分注意し︑火事

その他

〜

競売日時

月 日㈬午後１時半

年 式 ﹈ ︶ １台

また︑住宅用火災警報器をまだ

月 日〜 月 日︑当
☎

│０１１９

該車両を東消防署にて公開
問合せ

東川養護学校から
学校公開授業参観日のご案内

や寄宿舎生活の様子を公開します︒

全校参観日として︑日頃の学習
▼暖房器具使用の注意

│０１１９

月

日㈬
内容 ①授業公開 午前９時 分

日時

て︑お気軽にご参観ください︒

児童生徒や学校の教育活動につい

☎

〜午後１時︑②寄宿舎公開 午
前９時 分〜正午
袋を持参願います

その他 スリッパ︑外靴を入れる

５８６︶

問合せ 副校長・菅原︵☎ │４

東川町社会福祉協議会から
ひとあじちが う 洗 車 場＆カフェを

え︑次の日時に東神楽町役場 ２

ます︒希望者は印鑑をお持ちのう

まうこともありますが︑おおら

す︒ときどき仕事を間違えてし

た方と子どもたちの活躍の場で

現役を引退してしばらく経っ

開催します

階会議室︵※東川町役場ではあり

競売により消防車両を払い下げ

消防車両を払い下げます

問合せ

閉めましょう

は︑燃料タンクのふたを完全に

•カートリッジ式の灯油ストーブ

たことを確認しましょう

•外出・就寝時は︑完全に消火し

絶対にやめましょう

•火をつけたままの給油や移動は

用はやめましょう

近くや物が落下する場所での使

•カーテンなどの燃えやすい物の

備をしましょう

•使用する前には︑必ず点検・整

をお願いします︒

防火を呼び掛けますので︑ご協力

防団員が皆さんのお宅を訪問し︑

なお︑火災予防運動期間中︑消

的な点検と管理をお願いします︒

を︑すでに設置済みのお宅は定期

設置されてないお宅は早急な設置

を起こさないようにしましょう︒

す︒暖房器具を使用する際には次

せんとぴゅあⅠホール

場所

日時

をもとに紐解いていきます︒

と探検史の関わりを︑文章や地図

印にお越しください︒

チケット 前売２千円︑当日２千

くらてすカフェ﹂のポスターを目

月に大阪から東川町に移住したア

ゅあ図書サポーターズ﹂のボラン

﹃うみどりの島﹄︵今年４月刊︶ プチ大学﹂を目指し︑﹁せんとぴ
北海道を知り︑その音訳を地名に

第２回親子朗読会を開催します

の著者で自然写真家の寺沢孝毅氏
ティアがナビゲートします︒

月
講師 佐久間弘氏︵山樂舎ＢＥＡ

す︒優勝〜 位までと飛び賞など

これからの時期は︑朝夕の冷え

日時 日曜︵不定期︶の午後２時

新米カップ パークゴルフ大会参加

東川振興公社から

るなど︑ＳＮＳで拡散したくなる

手のひらや頭から噴水が出てい

▼﹃おもしろ噴水賞﹄

同１時半〜同３時半

日時

さんとお越しください︒

いて講演いただきます︒ぜひお子

に︑絵本の朗読と海鳥や海洋につ

４時 分

日時

ウゲーム

▼シャーロックホームズ シャド

８時半

日時

▼グレイテスト・ショーマン

４時 分

日時

▼シャーロックホームズ

時 分︵途中 分休憩︶

日時

本立て︶

▼和服リフォーム展

を使った小物作り体験やリフォー

27

いとうウルフさんじょう！︵３

▼おしりたんてい②︑めいたんて

13

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
東 川 町 初！ぬいぐるみお泊り会を
開催します

ぬいぐるみお泊り会は︑お子さ
んのお気に入りのぬいぐるみがせ
んとぴゅあⅡ ほんの森に宿泊す
る様子を職員が撮影し︑後日お子
さんがぬいぐるみをお迎えに来た
際︑そのお泊りの様子をアルバム
にしてお伝えし︑ぬいぐるみが選
んだ本を貸し出します︒
大好きなぬいぐるみを通してお
子さんに本への興味・関心を持っ
てもらうことを目的にしたイベン
トです︒お話し会と手遊び︵約
分︶の後︑ぬいぐるみを寝かしつ

月

けて預かります︵人間は泊まりま
せん︶︒
日時
ナー
無料︵申込先着順︶

場所 せんとぴゅあⅡキッズコー
参加料
定員 小学生以下の親子５組︒身
長 ㌢㍍位までのぬいぐるみ１
体をお連れください︒
申込先 文化レクリエーション課

５百円︑高校生以下千円︵当日
同額︶︑未就学児無料
者募集中です

第 回大会の参加者を募集中で

ユニークな作品から選定

をご用意︒人気の大会につき︑定

◆応募方法
ュタグ﹁＃七色の噴水コンテス

①インスタグラム⁝２つのハッシ

員を超えた場合は募集を終了しま
月 日㈯午前８時半

親水河川パークゴルフ場
ホールストローク︑

千円︵プレー代別途︶

男女混合個人戦︑ＮＰＧＡ公認

競技方法

︵ 西 ４号 忠 別 川 河 川 敷 ︶

場所

競技開始︵雨天決行︶

大会日時

す︒ご了承ください︒

ト﹂﹁＃七色の噴水﹂をつけて
画像を投稿
﹁七色の噴水フォトコン応募﹂

②メール⁝画像を添付し︑件名を
とし︑本文に氏名を記載
③郵送⁝画像データを入れたＤＶ
Ｄもしくは現像した写真と︑氏
名・住所・電話番号・メールア

ルール
参加料

〒００７│０８０２

ドレスを記載した用紙を郵送
︵宛先

月７日㈪

１６０名︵先着順︶
申込締切

定員

七色の噴水フォトコン実

札幌市東区東苗穂２条３丁目４
│

キトウシＰＧ場受付︑東川振興

申込・問合せ 親水河川ＰＧ場・
公社☎ │５００１︑ＦＡＸ

８時〜午後５時に変わります︒

大雪消防組合東消防署から

13

販売 東川スタイル課︑道草館︑

97

73

11

フレンドシップながさわ︑ｅ ＋
◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

ひがしかわ観光協会から

受付中！

七色の噴水フォトコンテスト 作品

今年４月にオープンした忠別ダ
ム自噴型﹁七色の噴水﹂︒天候や
太陽・見る人の位置︑時間などの
条件が揃うと現れる虹を︑写真に
収められたら幸運といえるでしょ

23

11

23

83

16

う︒あなたも七色の噴水を写真に
本コンテストでは﹁虹﹂以外に
行委員︶

│５００３

※詳しくは﹁ようこそ東川﹂︵ひ
がしかわ観光協会ＨＰ︶から特

場の営業時間は︑ 月より午前

※親水河川ＰＧ場・キトウシＰＧ

設ページをご覧ください︒
けのキャンペーンとして東川町

※このコンテストは︑日本国内向
とひがしかわ観光協会が実施し
ています︒
問合せ 観光協会☎ │３７６１

月 日㈫から月末まで﹃ひと

秋の火災予防運動が始まります

つずつ いいね！で確認 火の用心﹄
を統一標語とし︑全道一斉に秋の
火災予防運動を行います︒

10

収め︑幸運をつかみませんか？
も﹁七色の噴水﹂を活用したユニ
ークな写真を募集します︒東川米
︵新米︶１年分やキトウシ森林公

10

30

10

10

10

40

12

12

82

園ケビン宿泊券など︑豪華景品を
月 日㈭まで

27

10

目指し奮ってご応募ください︒
募集期間
◆賞の種類
▼﹃七色の噴水賞﹄グランプリ
全作品から秀逸な作品を選出

▲アルバム写真のイメージ

10

10

25

83

19

Higashikawa 2019 October
2019 October

19 Higashikawa

10

24

10

36

10

58

10

20

97

30

12

24

25

31

10
82

15

▼﹃虹賞﹄

82

15

10

10

40 10

10

40 10

10

10

17

10

虹が写っており︑七色の噴水の
魅力が伝わる作品から選定
虹が写っていなくても︑噴水の

▼﹃七色の噴水賞﹄

30

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

魅力が伝わる作品から選定

82

31

10

12

10

48

10

50

