ました︒畜産振興協議会︵会長

と評価され︑タンパク値は７・４
こうして感謝の意を捧げる場を次

できるのはその命があったから︒

が思い出される︒今私たちが生活

る﹁河口恭吾氏カフェツアー﹂が
開催されました︒﹇協力 観光協
会﹈

ドートレトミシーがオープニ

を熱唱︒ＭＣでは２０１６︵平成

初開催︑ラビットキャンプ

８月 日︑せんとぴゅあ芝生広
場にて
︵ラビット
RABBIT
CAMP
が初開
in Higashikawa

キャンプ︶

催されました︒窮屈な世の中に

﹁自由な生き方﹂を提唱し︑何に

も縛られない音楽やアートを共通

言語として〝面白い︑楽しい〟を

感じて欲しいと︑アートディレク

ター・向圭一郎氏が主催して全

国を巡っています︒今年は大雪山

を中心に山岳・自然ガイドを行う
︵ネイチャーズ︶代表・
Natures

中川伸也氏のプロデュースで︑東
川町からのツアースタートとなり
昼の部では特設のミニランプ

ました︒

９月 日に設立総会を開催︒

しました︒庄内孝治会長のもと︑

会が︑球団より公認を得て再発足

日本ハムファイターズ東川町後援

かねてより活動していた北海道

町後援会

日ハムより公認︑
ファイターズ東川

りました︒当日はたびたびの雨で

プ部分︶を使った技に歓声が上が

部分︶やコーピング︵へりのパイ

︶年に大雪・旭岳 SEA TO SUM- ︵半筒型の構造物︶でスケートボ
にエントリーしたエピソード
ードのセッション︒アール︵湾曲
MIT

︵当時︑大会は台風で中止になる
も︑ミニライブで参加者を盛り上
げてくださいました︶をはさみつ
つ︑﹁元々コーヒーが好きで︑カ
フェで飲食しながら楽しんでほし
いと思い企画した﹂というツアー
は︑ゆったり流れる素敵な時間に
なりました︒﹁複数年通っている
といろいろなことが起こる︒妊婦
さんが出産してお子さんが２才に
なっていたり︑カップルが結婚し
ていたり︱︒また来年もお会いし
たいな﹂との言葉にも表れている
とおり︑観客との距離の近さを感
じられるライブでした︒

学ぶ︑台湾やベトナムなど か国
からの留学生から悩みを聞いたり
手料理やお菓子をふるまったりし
てきました︒今では﹁日本のお父
さん︑お母さん﹂と慕われ︑留学
生にとっての〝心のホーム〟です︒
お二人の心遣いは学生間で広ま
り︑今では吉田さんを紹介するこ
とは先輩から後輩への申し送り事
項になっているとか︒
この日は 人が来訪し︑記念す
べき千人目となった董世尊︵トウ
セイソン︶さんには日本人形のサ
プライズプレゼントも︒
孝志さんが一人一人撮影した留
学生の顔写真は︑壁一面に飾られ
ています︒これからも笑顔の写真
が増えていくことでしょう︒

同団体は今後︑スポーツコミュ
ニティを通した地域の活性化と青
少年育成を図るため︑球団との意
見交換やイベント企画︑応援グッ
ズの作成や球場での試合応援︑日
ハムからの元プロ野球選手招へい
加入をご希望の方は事務局・森

などを行う予定です︒
田さん︵☎０９０│３３９１│３
３４７︶までご連絡ください︒

22
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るだろう︒令和になった今年は東

％で﹁東川米﹂品位仕分基準では

ングアクトを務め︑河口さんにバ

日本語留学生を招き入れて千人突

31

た新米﹁ゆめぴりか﹂ 俵︵約６
樽井功東川町農協組合長︶が主催
し︑同公園に建立された﹁家畜感

川米が全国に打ち勝つための大切
な年︒事故の無いように出荷して

００㌔㌘︶は︑北海道神宮の新嘗
祭︵にいなめさい︶で神前に奉納
前で毎年行っています︒

謝之碑﹂および﹁にわとりの碑﹂

今年の第一号検査は︑三田和

もらいたい﹂と挨拶しました︒

けば︑馬が木の伐採などで活躍し︑

樽井会長は﹁開拓の歴史を紐解

した﹁ほしのゆめ﹂２㌧︒水分含
自宅でも豚や鶏を飼っていたこと

幸さん︵ 区︶が８月 日に収穫
有率 ％︑整粒歩合 ％の一等米

上から２番目の〝ファイネスト
て感謝の意を表し︑参列した農業
トンタッチ︒ギターやハーモニカ

世代につないでいきたい﹂と改め
団体︑酪農・養鶏農家︑町議員︑

︵Ｆ︶〟となりました︒
上川農業改良普及センター大
役場関係者ら約 人が追悼しまし

切り撮られた町の風景には思わず

プリクラ︑手型・足型︑版画︑絵︑ 段目にするのとは違った角度から

も用いて︑オリジナルやカバー曲

雪支所の辻英敏係長は﹁６月は一

めりんにて︑東川では３回目とな

８月７日︑地域交流センターゆ

恭吾カフェツアー

くつろぎ時間でホッとひと息︑河口

た︒

時的に寒く稲の葉が黄化したが︑
７・８月はずっと暖かかったため
生育旺盛になった︒作況指数は１
０５以上と期待されており︑今年
は十分な収穫ができるだろう﹂と
解説し︑町農協の馬場伸二専務は
今年は良い結果が出ている︒日本

﹁昨年は非常に厳しい年だったが︑
中に胸を張って自慢できる米にな

９月３日︑忠別公園︵南町２│

開拓の功労者︑家畜に感謝

︶にて家畜感謝祭が執り行われ

シューズのほか︑テストの答案用

岳﹂も美しい写真に収められ︑普

もたちが﹁反り立つ壁﹂として楽
﹁インスタ映えとはこういうこと

カプセルの中には当時の写真や

しそうに遊んでいました︒
か！﹂と気づかされます︒

孝志さんが町内の喫茶店で日本

紙︵１００点︶︑旧千円札︵夏目

語を勉強する台湾人の女学生を見

漱石︶︑たまごっち︵当時流行の

できるほか︑観光協会ＨＰの特設

夜の部では中川氏が２年前にモ

リンクから見ることができます︒

かけ︑﹁妻が中国語を話せるので︑

ンゴル・アルタイ山脈へスノーボ

いました︒集まった約 人の中に

家に来て勉強しませんか﹂と声を

投稿作品はインスタのハッシュ

は涙する人もいるほど︑ 年前の

撮影者や投稿を見た人の感想と合

携帯ゲーム機︶︑ワイン︵５００

ブ︵アメリカ西海岸︶〜ニューヨ
思い出が鮮明によみがえったよう

破︑吉田さん夫妻

さん夫妻の自宅を訪れた留学生が

日本語学校や北工学園で日本語を

わせて︑ぜひご覧ください︒

円︶などの面白アイテムも眠って

ーク︵同東海岸︶まで旅した際に
です︒

タグラマーと一般参加者が大雪旭

http://www.welcomehigashikawa.jp/

かけてから約８年︒これまで町立

ードの遠征をした旅の映像や︑向

人々に﹁次世代に伝えたいこと﹂
埋設当時１年生だった津谷竜矢
さんが封入していたのは枝豆や朝
顔のタネ︒﹁ 年後の１年生のみ
なさんへ﹂と書いた手紙も同封さ
れており︑その場で現在の１年生
にプレゼントする一幕も︒
今回新たに埋設するタイムカプ
セルは 年後に開封予定︒今度は
どんな思い出が込められたのでし
ょうか？

９月８日︑︵一社︶ひがしかわ

写真で切り撮る東川︑インスタミー
ト

観光協会と㈱東京カメラ部の主催
で﹁東川インスタミート﹂が行わ

▼観光協会ＨＰ﹁ようこそ東川﹂

氏が平成 年に ㍉カメラでマリ

を尋ねたロードムービーを上映︒
来場者は壮大な風景や人々のコト
バに魅入っていました︒

蘇る 年の記憶 第三小でタイムカ

れました︒インスタグラムを活用

岳源水公園や旭岳︑稲の実る農地

年前の創立１００周年記念で埋
設したタイムカプセルを開封しま

目的の一つだった山頂から朝日

などで撮影し作品を投稿しました︒

９月 日︑吉田孝志さん・秀美

した︒同１２０周年記念事業のひ

▲ギターで弾き語りする河口さん

され︑１年間毎日神前に供されま
す︒

品 質 と 収 穫 量に期 待 ︑新 米 初 検 査

９月３日︑東川町農協玄米セン
年産の東川米初検査式が行われま
した︒東川町米麦改良協会と東川
町農協が主催し︑平成 年度から
東川町稲作研究会が道内一の早場
産地確立を目指して生産を開始し
た早場米﹁ほしのゆめ﹂を︑本年
度も道内一早く提供すべく取り組
んでいます︒
樽井功農協組合長は﹁８月中に
収穫できたのは昭和 年以来２回
目︒順調にきたので良い米ができ

るだろう﹂と期待を示しました︒

ター︵西３号北 ︶にて︑令和元

式

28

タグ︵ #meethigashikawa
︶で検索

スケボーは休止しましたが︑子ど

20

１０００人を突破しました︒
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９月１日︑東川第三小学校にて︑ した観光ＰＲとして︑有名インス

プセル開封

20

▲右上が吉田さん夫妻

15

10

が上った瞬間の﹁ダイヤモンド旭

14

14

31

16

とつとして︑同窓会︵山下悟会長︶
が主催しました︒

ⓒHiroshi Tanita
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