ソ ン Ｊ ＡＺ Ｚ コ ン サ ー ト が

トビア﹂ケイコ・ボルジェ

ターにて﹁ＫＥＩＫＯとラ

いでしょうか︒ジンティス

なか味わえない体験ではな

が合う﹂というのは︑なか

います︒ピアノ奏者と﹁目

観客に語りかけるように歌

み会を開催しました︒

︵国際交流員︶がお楽し

てもらおうと︑ＣＩＲ

みの後半を楽しく過ごし

けて︑子どもたちに冬休

１月 ７ 日 か ら ９ 日 に か

さん︶のクイズでは︑オ

インドネシア︵ファティ

ット覚え歌などを鑑賞︒

ラトビア語のアルファベ

﹃もりはいいところ﹄や

で駆け回りました︒絵本

子どもたちが大はしゃぎ

お楽しみ会で３か国の文化に親しむ

４
氏のサックスと即興で合わ
ウズベキスタン︵ナル
ランウータンがマレー語

感と迫力ある演奏に聴き入り︑ケイコ
て受け渡し︑音楽が止まった時に持っ

ム︵爆弾に見立てたボールを輪になっ
百屋の屋台が自宅前まで来るという話

ことを知り︑みんな驚き︒焼き鳥や八

町教委﹈︒ケ

リスマピアニスト︒ラトビア子供支援
氏からパワーを受け取ったようでした︒

は︑長年コンビを組むラトビア出身の
張っているこの町の人たちは幸せ︒こ

てすごく感動している︒一人一人が頑

ラトビアの主食はポテトで︑肉が大好

たくさん︒ラトビア︵アルタさん︶は

など音楽に合わせて体を動かす遊びが

ていた人が抜ける︶︑イスとりゲーム

力して音楽をつくりました︒いろんな

う に １つ １音 が 鳴 る の で ︑ み ん な で 協

ルンを演奏＝写真＝︒ハンドベルのよ

た︒最後はみんなで竹製の楽器アンク

には﹁便利だねー﹂と声が上がりまし

声とキョウスケさんの絶妙
トは︑スペシャルの名に

た５人＋観客のコンサー

木マサミツさんも加わっ

第 １回 目 の ゲ ス ト ・ 佐 々

アイディアがトクベツな雰囲気を創り

スブレンドコーヒーなど︑たくさんの

せた照明︑盈舟屋珈琲さんのクリスマ

像︵マサミツさん作︶やシーンに合わ

永山︶さんのアロマ︑雪が降る背景映

て一般公開しました︒Ａ〜Ｆの６組の

町立日本語学校がクラス発表会を初め

た︒時には

を歌いまし

まん中〜﹄

は地球のど

定︒豊かな東川時間を体感しに来てみ
ませんか？

ッグ作りやスワッグ︵花
や葉を束ねた壁かけ飾り︶
作り︑アイシングクッキ
ーなどのワークショップ
や︑インド式ヘッドケア
﹁チャンピサージ﹂体験
なども︒会場にはレゲエ
やジャズピアノ︑ホルン
などの生演奏が響き︑カ
レーやコーヒー︑玄米お
にぎりやお菓子を片手に
耳を傾けるひとときに︒
町内のみならず︑町外か
らの来場者も多かった様
子︒東川らしい︑心が豊
かになるイベントでした︒

から︑日頃の頑張りが伝わりました︒
来場者からは﹁沢山練習したのがわか
る︒毎年見たい﹂と好評でした︒

▲青春のダンスメドレー（Ｆ組）
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TOWN NEWS
ま HIGASHIKAWA
ち・タ ウ ン
ピアノ奏者と
﹁目が合う﹂
コンサート

５０︑後援
せるコンビネーションは︑
ギーザさん︶のプログラ
で﹁森の人﹂を意味する

日︑地域交流セン

イコ氏はスウェーデン国王
まさに﹁ジャズ﹂︒２階ま
ムは︑ダンスや爆弾ゲー

１月

から北極星メダルを授与さ
で満席の会場全体が︑臨場

開催されました﹇主催

れた︑日本が世界に誇るカ

の会会長でもあり︑世界各地でチャリ
﹁

サックス奏者︑ジンティス・オヴァル
ういう町づくりが他の町でもできると
きであることを紹介︒一人が隠したじ
国の文化を楽しんでもらえたかな？

年前に来た時と変わった東川を見

ティコンサートを行っています︒今回

ツ氏と共に来日しました︒
良いと思う︒いろんな人にこのすごさ
ゃがいもをみんなで探すゲームでは︑

ケイコ氏は︑時に主旋律を左手で演
を伝えます﹂と語っていました︒

奏し︑あふれんばかりの情感を込めて︑

なハモりに︑ＹＯＫＯさん
ふさわしい回となりまし
出していました︒

日︑小西健二音楽堂にて

ドートレトミシー定期コンサートＶｏ
が奏でるピアノのメロディ
た︒

月

ｌ・３を開催しました︒今回はゲスト
ーと低音から支える奥田さ

る lämpö
︵ランプ︶さん

日︑せんとぴゅ

第３回目となるこのイベン

うにし︑﹁次がんばれよ﹂と〝言葉の

留学生が︑それぞれ趣向を凝らしたク

29

昨年

にピアノ弾き語りの吉田朋代さん︵旭
んのウッドベースが見事に

月

しては︑かつ

トでは︑プラゴミを出さない

力〟を使って背中を押すことで︑考え

ラス紹介のムービーを上映︵﹁いろい

手話も交え

日㈯を予

川市︶とウッドベースの奥田崇文さん
重なり合い︑天井・空間・
の 蜜 蝋 キ ャ ン ド ル ＆リ ー

昨年

プラゴミ出さない︑
ロハスフェス

︵イロ︑旭川市
ilo

２月の定期コンサートは

︵同︶の２名を迎えたクリスマス︵イ
床の３方向からのハーモニ

日︑

毎回協力いただいてい

ヴ︶スペシャル︒
スや

深海のように心地よい吉田さんの歌

月

フェスティバル︶クリスマス

り︑明るいチ
ームになる﹂

市が行われました︒﹇同実行

あⅠで Lohas Festival
︵ロハス

と辻氏︒

ての自らの反

取り組みとして︑飲食ブース

東川町﹈

抗期を反省し︑

では木やステンレスなどのリ

委員会主催︑協力

﹁子どもの先

ユースカップ・お皿で提供︒

子育てに関

生や友達の名

引になるサービスもあり︑マ

食べられるお皿の販売や︑マ

知っておき︑いつも会話できるように

イバッグ・マイボトル持参の

前︑好きなこ

になったきっかけは︑アンケートに書

していた﹂そう︒﹁言葉の力をうまく

来場者も多数でした︒飲食だ

イボトルなどを持参すると割

かれた保護者の思い全てを聞いて全国

使って素晴らしい人生を歩ませてあげ

となど何でも

へ行くことを掲げ︑練習方法を変えた

けでなく米袋を使ったエコバ

町立日本語学校の発表会を初公開

て﹂と締めくくりました︒

発言はやめ︑子どもが喜ぶ声かけに︒
例えば﹁なぜミスした﹂と怒るのでは
なく︑﹁今のは何の実験をしようとし

る力とコミュニケーション力が上昇し

ろな国から来た人が日本語でコミュニ

の合唱や︑全員で﹃東川ソング〜ここ

て一気に強くなったそう︒﹁成功して

ての息ピッ

月 日︑せんとぴゅあⅠにて︑

も失敗しても褒めると︑もっと褒めら

ケーションをとっていてなんだか不思

タリなパフ

昨年

れたいという姿勢で試合するようにな

議﹂という学生のコメントが印象的︶

たの？﹂と子ども自身に考えさせるよ

り︑緊張しなくなる︒子どものストレ

▲リユース可能な器で料理を提供 ▲米田勝信氏（普段はデザイナー）
によるジャズピアノ

言葉の力で
﹁考える子﹂
に育てる
昨年
せんとぴゅあⅠ
にて大雪野球少
年団主催による
辻正人監督︵多
賀少年野球クラ
ブ︑滋賀県︶に
よる子育て・組
織論講演会が開

町﹈

催されました︒
﹇協力

22

ことだと言います︒精神論や否定的な

何度も日本一

12

ォーマンス

24

したのち︑劇やダンスを披露︒２組で

12

スがゼロになれば親や指導者もストレ

▲どじょうすくい（Ｅ組の踊り）

スフリーにな

ーが音楽堂を震わせました︒

クリスマスイヴの特別なひととき

10

ま ち・タ ウ ン

▲サンタクロースが日本語学校に編入
（Ｄ組の劇）

▲左が大雪野球少年団の小林監督、右が辻監督

24
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