０周年を記念し︑例年の ・８㍍

開催されました︒今年は開校１２

①地場産の日本酒が東川町の米や

ロポーザル︵事業企画提案︶では︑
われた表彰式に

日に札幌市で行

おり︑蔵の見学が観光にもなる

になる ②外国語が堪能な職員が

を受賞しました︒

Ⅰ・Ⅱが奨励賞

設せんとぴゅあ

て︑複合交流施

や﹁さくらにごり﹂などで有名で
旭川ケーブルテレビポテトの寄付

に１２０㌢㍍を足した ㍍を目標
に︑なが〜い太巻きを上手につく
りました︒結果は ㍍ ㌢で見事
目標クリア！太巻きやお吸い物の
具材は児童が育てたものや地域の

今後は︑３月の町議会定例会に
フ場にて︶の益金を寄付いただき

年８月７日︑キトウシパークゴル

ャリティーパークゴルフ大会︵昨

︵尾﨑吉一社長︶より︑ポテトチ

記録︑一小の歴史︑日本の文化と

調べたことを発表︒やさいの成長

は︑﹁しらべ学習﹂で自分たちが

みんなでおいしくいただいた後

みなさんが作ったものを使用︒

て予算の審議を行い︑議決を得ら

士は︑かつて﹁美しく︑種類が豊

石川県加賀市生まれの中谷博

３年目となる新春音楽祭が開催さ

た﹁雪のレプリカ﹂を︑マクロレ
ンズ︵１００円程度で購入可能︶
を装着したスマホで撮影︒また︑
氷の板を専用の金属型で溶かして
作る綺麗な﹁氷のペンダント﹂は︑
寒〜い外ならいつまでも溶けませ
ん︒神田氏は﹁今回をきっかけに︑
中谷宇吉郎や普段降ってくる雪に
も興味を持ってほしい﹂と語りま
した︒

店名 御やど しきしま荘
住所 天人峡温泉
電話
│２１４１
料金 ▼２泊５食１万２千円
▼３泊８食１万７千円︵い
ずれも一人あたりの料金︑
消費税・入湯税込み︒㈯㊗
の前日を除く平日のみ
送迎 道草館︱旅館間︵要予
約︶︒旅館から通勤も可！

﹁湯治﹂とは︑温泉地に滞在
して温泉療養すること︒今回紹
介するのは︑渓谷の中にたたず
む秘湯の一軒宿・しきしま荘が︑
町民のみなさんに﹁湯治文化﹂
を知ってもらおうと企画した
東川町民限定の︻静養湯治プラ
ン︼︒︵格安！︶
源泉かけ流しの﹁硫酸塩泉﹂
は︑筋肉痛︑冷え性︑疲労回復
などさまざまな効果があるとさ
れています︒お食事は身体を労
わり︑過食しない＆栄養が偏ら
ない﹁湯治膳﹂︒
この機会に体も心もあったま
る湯治︑してみませんか？

し
き
し
ま
荘
で
静
養
湯
治
︻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︼

１月 日はプログラマーの藤田

学生に向けて授業を行いました︒

表取締役︶が町立日本語学校の留

㈱ヌーラボ︵福岡県︑橋本正徳代

町のオフィシャルパートナー︑

ヌーラボが留学生に授業

▲未来の一小生もいっしょにあ〜ん
正訓氏が仕事︵＝やらなければい
けないこと︶をちゃんと終わらせ
る︑と題して授業︒しごとを成功
させるには︑クオリティ︵質︶︑
コスト︑スケジュールに加えて︑
スコープ︵なぜ・何をするのか︶︑
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
目的として︑道

第９回のジャンボ一小巻き大会が

と建築関連５団

づくりの推進を

ざくら︶酒造︵岐阜県中津川市︶

に公募したところ︑三千櫻︵みち
から応募がありました︒

問合せ 札幌国税局人事第２課採
１１または旭川東税務署
体が主催する表

協会けんぽ北海道支部から
水の魅力を発信するツールの１つ

彰 で す ︒ １月

☎０１１│７２６│０３５２

令和２年３月分︵４月納付分︶
③新規雇用や﹁しごとコンビニ﹂

保険料率の改定について

の活用も検討している ④メキシ

学校・地域交流センターが奨励賞

本町においては︑

を受賞して以来︑２度目の受賞で

２０１５︵平成 ︶年度に東川小

質を維持︵向上︶できる などと

コで日本酒造りを指導した実績が

いった提案があり︑これを審査の
す︒

︶年創業の老舗︒純米酒﹁愛山﹂

三千櫻酒造は１８７７︵明治

結果︑同社を委託先に決定︒

あり︑製造の環境が変わっても品

から健康保険料率は ・ ％︵プ
ラス０・ ポイント︶︑介護保険
料率は１・ ％︵プラス０・ ポ
イント︶になります︒ご理解をお
願いいたします︒

年度内に１回︑加入者のみなさ

協会けんぽの健診について

まの健診費用の一部を補助してい
でリングバトン購入

ます︒ 〜 歳の被保険者︵本人︶
す︒山田耕司社長によると︑杜氏

れれば施設整備を進める予定︒町

旭川ケーブルテレビ㈱ポテト

︵とうじ︶２人を含む社員３家族

用意しています︒生活習慣病の予

に着目した﹁特定健康診査﹂をご
防と早期発見・早期治療のため︑
世界の文化⁝︒一生懸命調べたこ
例の一小太鼓でドドンと〆！地域

とが伝わってきました︒最後は恒
の支えもあり︑記念の年に思い出

ました︒町では幼児センターの子
グバトン６個を購入し︑リレー遊

でとれる酒米と地下水を使ってつ

びなどで使用しています︒ありが

くるおいしい日本酒の誕生に向け︑ どもたちのために軟質素材のリン
町民のみなさまの応援をお願いい

年に一度は健診を受けましょう︒

たします︒

ーにて﹃雪のワークショップ﹄が

富な結晶﹂だとして旭岳で研究を

１月 日︑せんとぴゅあⅠにて

新春音楽祭でココロ一つに

に残る行事となりました︒

せんとぴゅあが 赤レンガ 建 築 奨 励

北海道赤レンガ建築賞は︑建築
１月 日︑東川第一小学校にて

㌢長い！ジャンボ一小巻き

とうございました︒

町では︑町有地内︵西２号北
賞を受賞しました

行う施設の開設を計画しています︒
文化の向上や地域に根差したまち

内︶﹈
雪は天からの手紙

２月９日︑旭岳ビジターセンタ

行われました︒雪博士と呼ばれた

なく︑一緒の空間を共有した来店

を会場みんなで歌い︑学生と町民︑ などと︑ホールスタッフとだけで

行っていました︒結晶の形から上

音楽の祭典となりました︒

26

︶に日本酒などの製造・販売を
いわゆる公設民営型で︑昨年 月

れました︒﹇旭川大学クリスマス

はや恒例となったこの企画︒今回

は東川楽座 笹一︵南町２︶にて︑

麻婆豆腐定食︑チキンカツ定食︑

笹一弁当の中からメニューを選

り︑食後の一服まで完備︒お客さ

中谷宇吉郎の生誕１２０年を記念

者同士でもあたたかな笑みのこぼ

空の気温がわかることを発見し︑

の３校合奏もあり︑﹃東川ＳＯＮ

ました︒旭大吹奏楽部︵ 人︶と

れる素敵なひとときになりました︒

﹁雪は天から送られた手紙である﹂

２月２日︑﹁ひとあじちがう料

ひとあじちがう笑顔の場

スタ研通信

企画学生有志の会・同大高等学校
吹奏楽部主催︑町・町社協共催﹈

東川中学校︵ 人︶と東川高校

んは﹁年配の方もお子さんもお仕

し︑石川県・雪の科学館の神田健

み物＆シュークリームが付いてお

︵８人︶の吹奏楽部合同演奏では︑ 択︒どれにも食前のサラダと︑飲

事するの？良いお勉強になるわね﹂

三前館長と同館友の会 名が講師

愉快なＭＣに乗せられて満員の観

﹁スタッフのお手伝いがあれば何

としてワークショップを開催︒

客が手拍子や﹁ＹＥＡＨ！﹂の発

でもできるね﹂﹁コップやお菓子

声で会場一体となって盛り上がり

Ｇ ここは地球のどまん中﹄︵加

﹁ひとあじちがう﹂企画は︑来

留学生の心が融和したあたたかな

年度も１シーズンに１回ペースで

ワークショップでは︑樹脂を使

という有名な言葉を残しています︒
って化石のように結晶の型をとっ

開催予定︒みなさまのご来店をお
町ボランティアセンター︵町社協

待ちしております︒﹇主催 東川

理店﹂が１日限定で開店しました︒
お年寄りや子どもたちが盛り付け
やホールスタッフとして働く︑も

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

▲氷のペンダント

公設民営酒造︑三千櫻に運営委託

が東川町に移住予定とのこと︒
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１月 日に行った同社からのプ

用担当☎０１１│２３１│５０

20
27

28

藤登紀子︶や﹃上を向いて歩こう﹄ のトレーもオリジナルですごい﹂

▲クリップで装着するマ
クロレンズを使い、結晶
を拡大して撮影。

族へはメタボリックシンドローム

37

東川町では、こうした沢山のイベ
ントが開かれており、私自身も参加
する度にまちの魅力を一つ、またひ
とつと発見することができています。
そして、私にとって東川町のイベン
トは、町民の皆様との大切な出会い
の場でもあり、少し
ずつではありますが、
町民の皆様と信頼関
係を築くことができ
ているのではないか
と嬉しく感じており
ます。今後も、多く
のイベントに参加し、
東川町の魅力を良く
理解することで、それを研究に活か
し発信していけるよう努めていきた
いと思います。
東川スタイル研究員 中 川 梨 花
２月８日、せんとぴゅあで開催さ
れた『Happy Holiday』に参加し
ました。東川町内や旭川市内のお店
が数多く出店しており、素敵なスウ
ィーツギフトに出会うことができま
した。また、ワークショップも開催
されており、私は、
山本英津子さんによ
る『大切な方へ贈る
世界で一つのフレグ
ランス 〜アロマフ
レフレグランス作り
〜』に挑戦しました。
沢山の種類の精油の
中から、好きな香り
を調合し、オリジナルのアロマフレ
グランスが完成しました！町民の皆
様と会話しながら、とても楽しく体
験できました。

▲東中＆東川高の演奏

12

97

06

へは︑がん検診を含めた﹁生活習

74

慣病予防健診﹂︑ 〜 歳のご家

35
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４月24日㈮までの期間限定！
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