タル・カラー・白黒は問いませ

点まで応募可︑フィルム・デジ

切りのプリント︑部門で一人３

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
日㈮
ん︒他︑詳しくはチラシ参照︒

財政室☎内線２２６

企画総務課から

財政白書の発行について

月に町の財政に関する情報を
まとめた﹁平成 年度財政白書﹂
を発行します︒どなたでも閲覧で

オープンとなる予定です︒
天気の良い日は屋外の外遊びゾ

回町民総合文化祭作品展

◆その他の日程
▼第
月３日㈰まで

された︑世界最高峰の民族トラン
スバンドです︒初来日となる今回︑
ラトビア・ルーイエナ市との姉妹
都市提携を起点に交流している東

会期
川町での公演が実現しました︒

ーン︑プレーパークもご利用くだ
▼幼児児童生徒音楽の集い

場所 文化ギャラリー︵要入館料︶

月４日㈪㊗午後３時〜

円︑当日３千円 ▼学生 前売

チケット ▼一般 前売２千５百

せんとぴゅあⅠ講堂

します︒町内に住民登録のない方

場所

日時

お楽しみください︒

な世界観の音楽スタイルを︑ぜひ

ムやビート感覚を融合させた独特

らアイディアを得て︑現代のリズ

然やラトビア民謡のメロディーか

バグパイプとタイコを使い︑自

さい︒今後︑親子体験プログラム
月６日㈮午前９時〜午後
東川小学校体育館

来年の成人式は︑次の通り農村

令和２年成人式のお知らせ

場所

３時

日時

などの企画も予定しています︒
２時︵会議室のみ午後１時まで︶

解放時間 ㈫〜㈮午前９時〜午後
◆解放する部屋と対象年齢の目安
▼会議室⁝０〜３歳児
▼交流プラザ⁝４〜６歳児
▼多目的ホール⁝遊具遊び
環境改善センターで開催します︒
対象者への案内を 月下旬に発送
で参加希望の方は︑ 月 日㈬ま

町民総合文化祭を開催します

でに︑氏名︑生年月日︑住所︑連

きるよう︑町ＨＰで公開するほか︑
の日程で開催します︒豊かな自然
絡先をお知らせください︒
販売所 交流促進課︵せんとぴゅ
あⅠ︶︑道の駅﹁道草館﹂︑フ

１時半〜式典開始

半〜新成人受付・記念撮影︑同

月２日〜翌２０００︵同 ︶年

対象者 １９９９︵平成 ︶年４
４月１日に生まれた方

せんとぴゅあⅠ☎ │６８０１

交流促進課から

東川町
Auri Japan Tour 2019

アウリは︑ラトビアの音楽賞

公演が開催されます

委員会

│４２４５

文化レクリエーション課から
せんとぴゅあⅡ☎

日が変わりました

せんとぴゅあⅡの開 館 時 間と休 館

来年３月 日㈫まで︑試験的に
午前９時〜午後９時

次の通り開館します︒
開館時間

休館日 年末年始のみ︵ 月 日

月は 日㈭です︒

㈫〜１月５日㈰︶
図書整理日

せんとぴゅあⅡは開館しますが︑

ナウカフェは︑築 年の民 家
がフルリノベーションで生まれ
変わったクール＆オシャレなお
店 ︒﹁ デリワッフル﹂
はふわふわ
のエッグワッフルにパリッとし
たソーセージを挟み︑
こだわり
の自 家 製ミートソースを合 わ
せた食 事 系メニュー
︵ 辛 党には
ピリ辛チョリソーもオススメ︶︒
ドリンク︵ 紅 茶 ︑
コーヒー︑ジュ
ース︶
とのセットもあります︒
８
種 類ある甘さ控えめのラテや
ミルクに︑黒 糖で味 付 けした
台湾直輸入のタピオカを入れ
たタピオカドリンクも相 性 抜
群です︒
他にも流行のエッグワッフルパ
フェやスムージーなどなど︑全メ
ニューをトッピングでカスタマイ
ズできます！
店名 ＃ＮＯＷ ＣＡＦＥ
住所 南町１丁目５│６
営業 午前 時〜午後６時
定休日 ㈬
電話 ０５０│１１８８│９
６９０

︻内容や値段等は予告なく変わる可能
性があります︒予めご了承ください︼
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整説明会対象者以外も参加できま
月

すので︑ぜひお越しください︒
日時
分から

午後１時半から
午後３時

年末調整
東川町役場 ３階大会議室

消費税
場所
問合せ 役場税務課または旭川東

│４７００

税務署︵☎０１６６│ │６２
９１︶

写真の町課から
文化ギャラリー☎

と風土に育まれた東川の芸術文化

第 回東川町民総合文化祭を次

に触れられる機会です︒ぜひご参

財政白書には︑例年広報 月号
に掲載していた﹁まちの家計簿﹂

第 回写真の町２０１９公募撮
﹁給与︑定員管理等﹂の内容も盛

１千５百円︑当日２千円

ライ！﹁大写真展﹂の作品を募集

時〜午後３時

◆共通事項
無料︵申込不要︶

月 日㈫午後２時半〜同

月 日㈮午後６時半〜同

後 時 分

☎ │２１５３

旭岳ビジターセンターから

南町２丁目でアウトドア用品店

アウトドア実践講演会を開催しま
す

︵トランジット︶東川を
Transit

経営する林拓郎氏に︑﹁冬山でコ
ットンを着てはいけない理由〜で
はいったい何を着るべきなのか？
今年から冬山登山を始めたい初

〜﹂と題して講演いただきます︒

主催 東川町芸術文化事業招へい

レンドシップながさわ︵西町１︶

ます︒どうぞご来場ください︒

成人式ではご両親︑地域の皆さ

日時 来年１月 日㈰ 午後０時

まも新成人の晴れ姿をご覧になれ

▼文化芸能発表会

４時
場所
午後１時〜
５００円︵賞品代含む︶
午前
改善センター和室

場所

にノミネート
Zelta Mikrofons 2018

雪山からヒマラヤまで〜アルパイ
鑑賞料

拝復券１枚３００円

ンクライミングの世界〜﹄と題し

せんとぴゅあⅡ多目的室

た講演会を開催します︒講師は高

日時

▼幸せのレシピ

４時 分

日時

聖戦

▼インディ・ジョーンズ 最後の

月 日㈯午後１時半〜同

無料︵申込不要︶

せんとぴゅあⅡ多目的室

８時 分

▼ドリーム・ガールズ
月 日㈫午後２時半〜同
▼シャーロットのおくりもの

４時 分

日時

日時

㈰︑③ 月８日㈰︑各日午後１
時半〜約 分

月 日㈯午前 時半〜午

大野仰一氏が聞き手となり︑館内

日時 ① 月 日㈰︑② 月１日

参加者とともに理解を深めます︒

の各分野専門家と対話しながら︑

座談会です︒せんとぴゅあ館長・

﹁ぴゅあラボ﹂は自由参加型の

﹁ぴゅあラボ﹂を開催します

入場料

会場

３時

日時

ライマーの中川博之氏です︒

山植物調査研究者でアルパインク

参加費

場所

時間

▼お茶会︵自由参加︶

参加費

場所 ふるさと交流センター２階

時間

▼全町囲碁大会︵自由参加︶

改善センター

時 分 ②町民 正午〜午後

時間 ①旭川福専 午前 時〜同

学生による芸能発表

内容 町民と旭川福祉専門学校の

月３日㈰の開催内容

しています︒﹁ひがしかわ﹂に関
をご覧ください︒

日㈯午後１時開場︑

無料︑予約不要

◆

加ください︒

一般部門︑子ども部門︵中学生
センター︑シニアセンター︑せ
んとぴゅあⅡほんの森︑旭岳ビ

配置場所 役場町民ロビー︑改善

ジターセンター︑各コミュニテ

以下︶の２部門でそれぞれ人物コ
れなく記念品をプレゼント︒全応

ース︑風景コースがあります︒も
募作品を来年４月に展示します︒
ィセンター

子どもの遊び場としてゆめりんを一

☎内線５８５・５８６

生涯学習推進課から

◆賞の種類と賞品︵２コース共通︶
▼一般の部⁝町内の商品券
グランプリ ３万円分︵１名︶︑
準グランプリ １万５千円分︵２
名︶︑佳作 ５千円分︵７名︶
▼子どもの部⁝図書券
般開放しています

お子さんの室内の遊び場として︑
日から一般開放しています︒

地域交流センターゆめりんを 月
月 日ごろに遊具を設置し︑本格

ガウチョスさんをお招きして︑マ

入場料
デザインスクールを開 催します

│ ６ ８ ０ １内 線 ３ ０ ３ ︶

いずれも参加料無料︑要予約
︵☎
▼第 回デザインスクール
内容 ﹃東川スタイル﹄︵２０１
６年︶著者︑玉村雅敏氏と小島
敏明氏とのトークセッション
月 日㈯午前 時〜同

カイブス前のテーブル

場所 せんとぴゅあⅡ大雪山アー

①﹁読む﹂︵山の文学︑読書︑

内容 テーマ﹃大雪山﹄︵全３回︶

山小屋︶︑③﹁観る﹂︵美術・

山岳雑誌︶︑②﹁歩く﹂︵登山︑
写真︑高山植物︶
語り手 大雪山アーカイブス専門
無料︵申込不要︶

員・清水敏一氏
参加料

心者も︑既に準備万端の上級者も︑
﹃行動着﹄の大切さを確認してみ
ませんか？冬山における行動着の

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

選び方とその理由︑正しい手入れ
方法などを解説いただきます︒ぜ

31

12

82

12

上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ
ネマ﹂として上映します︒

12

グランプリ ５千円分︵１名︶︑
準グランプリ ３千円分︵２名︶︑
来年２月 日㈮まで

佳作 千円分︵７名︶
募集期間
応募規定 ２Ｌ〜Ａ４または４つ

図書の貸出はできません︒
ます︒
月

リオネットによる人形劇を開催し

の１週間前︵土日祝除く︶まで

せんとぴゅあⅡの使用申請 使用
日時
同１時半開演

に︑文化レクリエーション課に
場所

ある申請書でお申し込みくださ
演目 ぶんぶく茶釜︑大道芸ちん

改善センター大ホール

い︒許可証を発行いたしますの

日㈰午後２時〜

どん屋さんと南京玉すだれ

で︑使用時にご持参ください︒
図書まつりを開催します

本のリサイクル市やおはなし会
のほか︑本を借りた小学生以下の
お子さんへのおたのしみプレゼン
トもあります︒託児︵無料︑要予
月
無料

せんとぴゅあⅡ

時半

日時

せんとぴゅあⅡ多目的室
回デザインスクール

13

11

10

約︶もあります︒
日時
場所
入場料
ョン課
▼第

場所

19

22

26

30

10

31

20

町内の公共施設に設置します︒

11

り込まれておりますので︑そちら

﹁大写真展﹂作品募集中です

48

11

40 11

20 11

45 11

11

12

97

託児の申込先 文化レクリエーシ

そくらてすカフェ
︿特別版﹀を開催

術コーディネーター︶

講師 織田憲嗣氏︵東川町文化芸

しの中のデザイン︵全５回︶︑

内容 第１回 親切で楽しい暮ら

月 日㈰午後１時〜同２
せんとぴゅあⅡ多目的室

クライミング展﹄に合わせ︑﹃大

月 日㈰まで開催中の﹃山岳

します

大雪山アーカイブス講演会を開催

場所

時半

日時

﹁軽い椅子︑重い椅子展﹂解説

るそくらてすカフェですが︑今回
りましょう！場所も特別にせんと
ぴゅあⅡ体験室で開催します︒
月 日㈰午後３時 分〜

同５時 分

日時

場所 せんとぴゅあⅡ体験室
参加料 無料︵予約不要︶

第３回親子朗読会を開催します
今年も大人気のおたのしみ劇場

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

11

74

10

12

28

11

16

17

11

11

11

はインターナショナルに経済を語

いつもはその場でテーマを決め

します

10

11

10

16

24

お
食
事
に
ワ
ッ
フ
50 ル
は
い
か
が
プレーンソーセージ
（850円）
と
抹茶ラテタピオカ
（600円）。

11

11

22

12 11

16

28

11

する写真なら何でもＯＫです︒

11

23

15

30

11

54 74

55

12

2019 November

15 Higashikawa

82

12

15

10
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20

10
11

15
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30

11

40

11
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11

