ターズ︵兵庫県︶との練習試合で
当初から目標にしていたという

学んだことが多かった様子︒

15

月︶︑東川町他で開催され

ームのみが招待される全道大会
︵
月︶に出場予定︒更なる

る北海道学童軟式野球都市対抗
戦︵
活躍に期待です︒

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
８月 日から９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︒

神藤 節子様
髙橋サチ子様
石井 岳人様
山本 壽男様
武田きよみ様
五十嵐政好様
松林 文子様
中西
敦様

︽ご香典の返礼にかえて︾

東町１丁目
西
北町２
北町３

﹁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︶

盛 永 小 夜 子

︻今月の相談員︼

やま

まさ

じ

東川町関係人事
※︵

︶内は異動前
東川町︵ 月１日︶
▼企画総務課長︵税務課長︶
窪田昭仁

24

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
大 雪 野 球 少 年 団 ︑全 国 大 会の結 果

９月 日︑大雪野球少年団が２
８月 日からのマクドナルドトー
ナメント高円宮杯︵東京都︶では
３回戦まで勝ち上がり︑初出場な
がらベスト となりました︒
６年生の選手たちは﹁諦めな

10

就任のご挨拶

すぎ

東川町教育委員会
教 育 長

各種大会成績

杉山昌次

10

を報告

つの全国大会の結果を報告するた
め︑町長らを訪問しました︒
８月 日からの第 回全日本都

い心が一番大事だと学びました︒

市対抗野球少年軟式野球 淡路島
大会では残念ながら一回戦で敗退
中学︑高校︑
将来も諦めな
い心でプレー
していきたい﹂
などと感想を
述べ︑成長し
た姿をみせま
した︒
松岡町長は
﹁素晴らしい
体験をしたと
思う︒まだ上
の目標があり︑
次につなぐこ
とができた︒
みなさん一人
一人が未来に
向かって夢を
持っている︒
これからも頑
張って﹂とエ
ールを送りま
した︒
年内は︑全
国大会出場チ

さと

82

しましたが︑優勝した今津ファイ

任期を終えて

かず

万里

前 東川町教育委員会
教 育 長
はやし

林

15

10

10

16

ライ25ｍ１位〕田代梓紗
▼〔小４女子平泳ぎ25ｍ１位〕廣瀬彩
▼〔小５男子背泳ぎ50ｍ２位〕石黒凌亮
▼〔小６男子バタフライ50ｍ2位〕大泉飛道
▼〔小６男子自由形50ｍ２位〕
〔同同バタフ
ライ50ｍ１位〕藤田汰星
▼〔小６女子平泳ぎ50ｍ１位〕小林小桜
※いずれも東川町水泳少年団
◆第15回深川年齢別水泳競技大会（９月８
日・深川市「ア・エール」）
▼〔８歳以下女子自由形50ｍ１位〕
〔同同背
泳ぎ25ｍ１位〕
〔同同バタフライ25ｍ１位〕
鳥羽紅梨
▼〔９・10歳女子背泳ぎ25ｍ１位〕
〔同同バ
タフライ25ｍ１位〕田代梓紗
▼〔11・12歳男子自由形25ｍ２位〕
〔同同平
泳ぎ25ｍ１位〕石黒凌亮
▼〔11・12歳男子背泳ぎ50ｍ２位〕
〔同同バ
タフライ25ｍ２位〕
〔同同個人メドレー100
ｍ１位〕大泉飛道
▼〔11・12歳男子バタフライ25ｍ３位〕
〔同
同個人メドレー100ｍ２位〕鳥羽優絆
▼〔11・12歳女子平泳ぎ50ｍ２位〕
〔同同個
人メドレー100ｍ２位〕小林小桜
※いずれも東川町水泳少年団
【野球】
31日・神楽中学校体育館）
◆全日本春季軟式野球大会旭川予選（９月
▼〔優勝〕東川中バレーボール部
８日・東光スポーツ公園ドリームスタジアム） ◆ 第17回北海道スポーツ少年団バレー
▼〔３位〕東川中野球部
ボール交流大会上川管内予選大会（８月24
◆第7回上川ロータリークラブ杯争奪中学校
日・旭川市リアルター夢りんご体育館）
新人野球大会（９月１日・上川町営球場）
▼〔３位〕ひがしかわジュニア（東川バレー
▼〔優勝〕東川中野球部
ボール少年団）
◆高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マク
ドナルド・トーナメント（８月18日-23日・府 【バドミントン】
中市民球場他）
◆美瑛町フライピーク杯中学生バドミントン
▼〔全国ベスト16〕東川大雪野球少年団
大会（８月31日・美瑛町スポーツセンター）
▼〔男子シングルス決勝トーナメント３位〕
【サッカー】
谷悠翔（東川中）
◆トラック協会杯第31回全道U-11サッカー
▼〔女子シングルス決勝トーナメント３位〕
大会（９月14日-16日・札幌市東雁来公園
森下陽菜（東川中）
サッカー場他）
▼〔優勝〕北海道コンサドーレ東川U-12
【水泳】
◆第38回上川管内スポーツ少年団水泳交
【バレーボール】
流大会（９月１日・士別市南郷プール）
◆第39回道新カップ北海道小学生バレー
▼〔小２男子自由形25ｍ2位〕
〔同同背泳ぎ
ボール大会旭川地区予選（９月７日〜８
25ｍ1位〕廣瀬優太
日・旭川小学校体育館ほか）
▼〔小２女子自由形25ｍ2位〕
〔同同背泳ぎ
▼〔３位〕ひがしかわジュニア（東川バレー
25ｍ1位〕石黒結衣
ボール少年団）
▼〔小３男子バタフライ25ｍ1位〕麻下倖汰
▼〔小４女子背泳ぎ25ｍ２位〕
〔同同バタフ
◆ミカサ杯中学校バレーボール大会（８月

11

▼税務課長 兼 定住促進課長︵定住促
このたび︑ 月１日付で教育長を拝
平成 年３月 日に教育長を拝命し︑
進課長︶
命いたしました︒
今年９月 日の任期で早や７年６カ月
吉原敬晴
もとより浅学菲才︵せんがくひさい︶
余りが過ぎ去りました︒
でありますが︑林前教育長の進めてこ
教育委員会は若い頃から一度は行っ
られた﹁日本一の子育て教育の町づく
▼交流促進課長 兼 東川町立東川日本
てみたいセクションであり︑憧れの職
り﹂を目標に︑ふるさと教育・学力向
業でしたので︑自分にとっては天職を
語学校事務局長︵交流促進課長︶
上・国際教育の三本柱を基調とした教
いただいたと思っております︒
藤井貴慎
育を引続き進めてまいりたいと思いま
東川町の子どもたちは︑落ち着いて
す︒
いて︑農村地帯特有の純粋で素朴な性
東川町には︑大雪山をはじめ素晴ら
東川町教育委員会︵ 月１日︶
格ですが︑学力面では︑小学生が７年
しい自然︑農業・写真・木工など固有
▼教育長︵東川町企画総務課長︶
間︑中学生が６年間︑ほぼ全国水準を
の歴史や文化︑世界に開かれた地域社
杉山昌次
維持しております︒
会︑これらを守り受け継ぐ優れた人材
これも偏に︑東川町の教育を支えて
な
ど
恵まれた教育環境があります︒
いただきました︑議会や町民︑そして
これらを活かし︑変化が激しく予測
困難な未来に対応していくことができ
地域の方々の応援のお陰であります︒
ここに支えをいただきました方々に︑ るたくましい子どもたちを育むと共に︑
多様な文化や学びのニーズに対応でき
感謝とお礼を申し上げまして︑退任の
るよう︑教育サービスの向上に努めて
挨拶にかえさせていただきます︒
まいりたいと思います︒
本当にありがとうございました︒
東川町の子どもたち︑そして町民皆
様のため︑教育の振興に最善を尽くし
ていきたいと思いますので︑ご支援と
ご協力を賜りますようどうぞよろしく
お願い申し上げます︒
30
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林万里 前教育長の任期満了等に伴い、10月１日付で東川町役場・東川町教育委員会
に人事異動がありました。

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

人事異動のお知らせ

