く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
らす〜﹁意識ある消費﹂につい
て考える﹄〜自分の暮らしにと

りを体験しませんか？
って本当にあるべきものとは何

ア 国の紹介︑絵本﹃おおきな
﹇協力

日本山岳会北海道支部﹈

日時 ３月７日㈯午後１時〜同４
か︒イギリスやフィンランドの

②４月４日㈯ミャンマ
暮らしや︑講師自身の日常を通

かぶ﹄読み聞かせ︑ロシアのゲ
時ごろ︑翌８日㈰午前９〜正午

ーム
ごろ

回デザインスクール

講師 荻原健太郎氏︵ジャーナリ
スト・日本文藝家協会会員︶

日時 ３月 日㈯午後２時〜同３
時半
場所 せんとぴゅあⅠコミュニテ
回デザインスクール

ィホール
▼第
術コーディネーター︶

講師 織田憲嗣氏︵東川町文化芸

⑤家庭でのものづくり﹄〜北欧

内容 ﹃デザインってなんだろう

った山名や地名︑その由来など

無料︵申込不要︶

員・清水敏一氏

語り手 大雪山アーカイブス専門
参加料

所蔵している作品のうち︑町に

ぴゅあシネマを開催します

上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ
ネマ﹂として上映します︒

分前

無料︵申込不要︶

せんとぴゅあⅡ多目的室

㈯午後１時半〜同２時半

▼﹁おしりたんてい④﹂３月 日
場所
上映開始

鑑賞料
開場

せんとぴゅあⅡ☎

東川スタイル課から
│４６６６

の人の手先が器用な理由︑家庭

せんとぴゅあⅡ多目的室

﹂最終発表会が行わ
WOW!BASE

は︑学生の企業家
WOW!BASE

れます

﹁

でのものづくり︑北央の教育や
デザインミュージアムについて
日時 ３月 日㈰午後１時〜同２
時半
場所
精神を育むため︑リクルートのナ

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

ークを通して考えたプロジェクト

の東川町での合宿型フィールドワ

高校生・大学生が３月９日〜 日

ンツを提供していくプロジェクト︒

レッジ︵知識︶を活用し︑コンテ

大野仰一氏が聞き手となり︑館内

ぴゅあラボを開催します

つくりだすデザインなどについ

やライフスタイル︑ヒュッゲを

の各分野専門家と対話しながら︑

場所 旭川デザインセンター︵旭

時半

日時 ３月７日㈯午後２時〜同３

てお話しします︒

イン﹄〜北欧のヒュッゲな風景

内容 ﹃ヒュッゲな暮らしとデザ

してお伝えします︒

ー 国の紹介︑絵本﹃それぞれ

無料︵申込不要︶

せんとぴゅあⅡ芝生広場

をお持ちください︒完成後は安

せんが︑できれば雪遊び用ソリ

さい︒持ち物は特に必要ありま

その他 暖かい服装でお越しくだ

参加料

場所

のかち﹄﹃そらまち﹄読み聞か

せんとぴゅあⅡ多目的室

両日午後１時〜同２時半

せ︑ミャンマーのゲーム
時間
場所
対象 小学生︑未就学児︵要保護
者同伴︶

カルなダンスを学ぶことができる

日㈫

│４２４５

回デザインスクール

川市永山２条 丁目︶
▼第
グ・パブリッシャー︶

講師 下田結花氏︵モダンリビン

﹇同実行委員会主催︑町後援﹈

な１日をお楽しみください︒

参加者とともに理解を深めます︒
不要︶

を発表します︒︵参加無料︑予約

日㈮まで

せんとぴゅあⅠ講堂

４月

一次試験日 ４月 日㈯〜 日㈬

受付期間

歳未満の男女

場所

日時 ３月 日㈮午前 時〜正午

日時 ３月 日㈯午後１時半〜約
分
場所 せんとぴゅあⅡ大雪山アー
カイブス前のテーブル
内容 ﹁大雪山を中心とした山名︑
地名について﹂〜珍しい・変わ

好蔵寺同朋の会から
ヒューマンフォーラム﹁大人の道徳﹂

のいずれか１日

洋経済新報社︶著者の古川雄嗣氏

なりました︒﹃大人の道徳﹄︵東

予定月の１日現在で 歳以上

応募資格 日本国籍を有し︑採用

▼幹部候補生︵一般︶

はお問い合わせください︒

※予備自衛官補︵技能︶について

︵道教育大旭川校准教授︶にお話

小・中学校で﹁道徳﹂が教科に

を開催します

を聞き︑大人もゼロから﹁道徳﹂

５月１日㈮まで

歳未満の男女
一次試験日 ５月９日㈯・ 日㈰

受付期間

◆問合せ 自衛隊旭川地方協力本
│０１００

部南地区隊︵旭川市春光町︶☎

札幌国税局から

受験資格 ①１９９０︵平成２︶

を募集しています︒

年４月１日生まれの者 ②①以

４月８日㈬︑ＷＥＢ受付
６月７日㈰

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
一次試験

うち指定する日
８月

日㈫

二次試験 ７月８日㈬〜 日㈮の
合格発表
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以下１０００円︵定員８名︶

│６８０１

スノーシュー︵レンタル５百円︶

持ち物 防寒具︑飲み物︑おやつ︑

交流促進課から
せんとぴゅあⅠ☎

催します

ＳＡＭＡ│ＳＡＭＡひがしかわを開

インドネシア文化紹介プログラ
全のため取り壊します︒積雪状

│ SAMA 参加料 無料︑申込不要
SAMA
態・天候によっては中止になる

ムを行います︒﹁
︵サマサマ︶﹂は日本語で﹁どう
可能性があります︒

教室を企画しました︒ダンスを通

今年も︑誰もが楽しめるリズミ

参加者募集中です

いたしまして﹂﹁一緒に﹂﹁同じ﹂ 第４回ウズベキスタンダンス教室の
の３つの意味︒インドネシア留学
楽器﹁アンクルン﹂演奏のパフォ
Ⅰ☎ │６８０１内線３０３︶

生による文化紹介︑舞踊︑竹製打
ーマンスや︑民族衣装試着︑伝統
してウズベキスタンの文化に触れ
▼第

３月９日㈪〜

無料

せんとぴゅあⅠ講堂

㈮各日午後６時〜同７時
場所
参加料
交流促進課

申込期間
申込先

せんとぴゅあⅡ☎

文化レクリエーション課から

みんなでイグルーを作ってみよう

イグルーとは︑圧雪ブロックで
作る一時的なシェルター︒札幌の

をみなさんと一緒に歌い︑ＣＤ
出演⑥ アン・サリー︵東京︶︑

内容 ﹃ストーリーのある物と暮

用にレコーディングします︒年

登山家たちと一緒にイグルーづく

いずれも要予約︵せんとぴゅあ

の遊びなどを体験できます︒お祝
ながら︑一緒におもいきり踊って

デザインスクールを開催します

い事で食べる黄色ターメリックご

日㈯ロシ

日時 ４月３日㈮・ 日㈮・ 日

飯︑ジャスミン茶もご用意︒観て︑ ストレスを発散しましょう！
体験して︑食べて︑交流しましょ
う︒
日時 ３月８日㈰午後２時〜同４
時半
場所 せんとぴゅあⅠ コミュニ
ティホール
３月６日㈮

参加料 無料︑定員 名︑要申込
申込締切
申込・問合せ 交流促進課
お楽しみ会を開催します

ＣＩＲとクイズをしながら︑春
①３月

休みを楽しく遊びましょう！
日付と内容

齢を問わず歌える簡単なメロデ
ドートレトミシー︵東川︶︑ニ

﹁適疎﹂な町から発信！地域資源活

北海道財務局と小樽商科大学が
ィーとパートです︒合唱指導は
︵津別・遠軽︶︑吉田朋代︵旭

用セミナーが行われます

１年間森林利活用の視点で町内関
尾匡祐︵ドートレトミシー︶︒

ャーツ︵宮古島︶︑ホラネロ

係者に調査をした結果を報告し︑

︵コエヲキカセテ︶と長
Tommy

今後の町での取り組みについて議

珈琲店⑨ 盈舟屋珈琲︵東川︶︑

川︶

川︶︑ Oilman brothers band
︵東

日時 ３月 日㈯午後２時〜同４

せんか？

あなたの歌声をカタチに残しま

古里圭史氏︵税理士他︶

論します︒︵参加無料︑予約不要︶
講演者
パネリスト 松岡市郎町長︑鶴岡
小西健二音楽堂

時半︵同１時半受付開始︶

す︒

場所

︵深川︶︑ウェカラパ︵滝

参加料

︵同︶︑ kcb を学び直してみよう︑という集い
yoshinori coﬀee
︵上富良野︶︑ BLOOM です︒どなたでも参加いただけま
farmette

日時 ３月 日
川︶︑
20㈮㊗午前９時半〜
SEED
BAGEL&COFFEE
場所 好蔵寺︵北町８│２│９︶
︵ニセコ︶︑キヌ
COMPANY

▼定期コンサートｖｏ ｌ・６

バリコーヒー︵上川︶︑珈

│２６５５

国税専門官を募集します

国税局や税務署で税のスペシャ
場はいずれも陸上自衛隊旭川駐屯

リストとして活躍する国税専門官
地︵旭川市春光町︶です︒旭川駐

年４月２日〜１９９９︵同 ︶

次の日程で募集します︒試験会

屯地にある志願票に記入し提出し

降生まれの者で大学卒業見込み

てください︒

など別に定める者

前売２０００円︑当

せんとぴゅあⅠ講堂

▼一般曹候補生

申込期間 ３月 日㈮午前９時〜

応募資格 日本国籍を有し︑採用

日㈯

日㈮まで
５月

５月

予定月の１日現在で 歳以上

応募資格 日本国籍を有し︑採用

▼予備自衛官補︵一般︶

一次試験日

受付期間

歳未満の男女

予定月の１日現在で 歳以上

日２５００円︑小学生以下無
お試しサイズ珈琲２杯付き
※

実行委員会

https://higashikawamusicforests.com/

問合せ

んとぴゅあⅡ︑ｅ ＋︑ほか多数

販売所 各出店店舗︑道草館︑せ

料︵要保護者同伴︶

チケット

場所

時︵同１時開場︶

日時 ４月 日㈯午後２時〜同７

ゃみせ︵同︶

︵名寄︶
RSCOFFEE
飲食店⑤
beakeri&cafe cotori 自衛隊旭川地方協力本部から
︵士別︶︑
︵東川︶︑
l
i
k
o
︵同︶︑奥泉︵同︶︑ち
自衛官等を募集します
tekago

両瀬☎

無料︑申込不要

るコンサート︒３月のゲストは

内容 毎月ゲストを迎えて開催す

小西健二音楽堂

日時 ３月 日㈯午後７時〜同９
時
場所

５００円︑小学生以下無料︵ド

入場料 一般１５００円︑中高生
リンク付き︶
◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

ら

﹁ 音 楽 と 珈 排 と ﹂実 行 委 員 会 か

10

将司氏︵財務省︶︑中川伸也氏

73

問合せ

︵アウトドアガイド他︶︑近藤

13

琲焙煎煎り豆に花︵美深︶︑

参加料 無料︵定員 名︑要申込︶

日㈭

14

22

14

永江智明氏︵永楽寺住職︶です︒

真弘氏︵︵一社︶地域の魅力研
究所理事他︶
時︵同１時半受付開始︶
せんとぴゅあⅠ講堂

日㈬・

とっておきの音楽と珈琲を集め

55

日時 ３月 日㈯午後２時〜同５
場所

予約は東川スタイル課︑ドート

ドートレトミシーから
レトミシー で受付しています︒

https://dotoretomisi.themedia.jp/
▼うたごえ喫茶
者と一緒に歌います︒歌った後

内容 毎月変わる﹁うた﹂を参加

３月

はお茶会で交流します︒
日時
小西健二音楽堂

ました︒コーヒーやスイーツ片手

音楽と珈琲と〜
Higashikawa
を開催します
Music Forests

▼新曲﹃水の記憶の子守歌﹄合唱

に︑魅力的で多彩なカラーの音楽

33
33

各日午後１時半〜同３時半
場所

64

21

13

22

11

25

25

10

22

17

入場料 ５００円︵ドリンク付き︶
ワークショップ＆レコーディング

を旅するように楽しめるトクベツ

内容 東川をイメージしたオリジ
ナルソング﹃水の記憶の子守歌﹄

30

10

18

10

17

62 74

63

31

10

82

40

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

82

15

23

27

18

18

18
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74

50

28

26
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