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す︒
公共建築賞は他の建築賞と異な
り︑設計・施工のみではなく︑地
域社会への貢献や施設管理︑保全
といった視点からも評価が行われ
ることが特徴です︒今後とも︑町
民の皆様から親しまれる施設とな
るよう運営して参りますので︑ど
うぞよろしくお願いいたします︒
国際ソロプチミストが不識布寄贈

６月 日︑国際ソロプチミスト
旭川若葉︵須貝悦子会長︶より︑
使い捨て不識布８ロール︵１ロー
ル＝４００枚︶を寄贈いただきま
した︒新型コロナがなかなか終息
しない中︑マスクの下に入れたり
テーブルなどを消毒する際に役立
ててほしい︑と同会員のお二人か
ら手渡していただき︑市川直樹副
町長は﹁子どもたちや福祉の現場
で使わせていただきます﹂と感謝

を述べました︒
花本建設より寄付

６月 日︑花本建設㈱︵南町１︑
花本金行代表取締役︶より多額の
寄付をいただきました︒町の事業
に活用させていただきます︒あり
がとうございました︒
北土地籍事業︵協組︶より寄付

６月 日︑北海道エア・ウォー
ター㈱と︑８社目となるオフィシ
ャルパートナー協定を締結しまし
た︒オフィシャルパートナー制度
は︑東川町と企業がパートナーと
なり︑地方や日本︑世界の未来を
育む社会価値の﹁共創﹂を目指す
本町の特徴的な取り組みです︒
この締結を機に︑同社にはリモ
ートワークや社員研修の場として
町の施設を利用してもらうととも
に︑社員向けに﹁ひがしかわ株主
制度﹂を周知していただくなど︑
双方にメリットのある連携を進め
ていくこととなりました︒
﹁社会を明るくする運動﹂内閣総理
大臣メッセージ伝達

年

７月１日︑旭川地区保護司会
東川支部︵中智支部長︶の保護司
５名が来庁し︑松岡町長に第 回
﹁社会を明るくする運動﹂内閣総
理大臣メッセージを伝達︒﹁安全
で安心な国づくりのためには︑犯
罪や非行を防止し︑地域のチカラ
で立ち直りを支えることで︑誰も
がやり直し︑活躍できる社会を構
築する﹂ことへの理解と協力を求
められました︒
道の駅 みちくさ寄って

︵ペペンペン︶
PEPENPEN
のランチタイムで食べられるス
ープカレーは︑スパイス 種類
を使った本格ルーに野菜がた〜
っぷり︒辛さを調節できるので︑
気分や好みに合わせたり︑未知
の領域に挑戦するのもワクワク
します︒スパイスの効能には疲
労回復や殺菌作用もあるのでデ
トックスにも︒お肉も食べた
い！という方は﹁豚しゃぶ﹂や
﹁手羽元﹂︑ハンバーグ︑唐揚
げでカスタマイズするのがオス
スメ︒スープじゃないカレーや
チキン南蛮などもあります︒飲
食された方はお隣の＃ＮＯＷカ
フェのアイスコーヒーを２５０
円で注文可︒ぜひ食後に！
★テイクアウト可
店名
PUBLIC BAR PEPENPEN
住所 南町１丁目５ ６
営業 午前 時〜午後１時半 L.O.
︵夜はバー営業︶
定休 不定休︵だいたい㈪︶
電話
８８１２

︻ 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︼

11

くらし
日㈮
受講料 無料︵テキスト代などの
実費は必要︶
募集期間 ８月５日㈬〜９月 日
㈪
申込先 ハローワーク旭川︵旭川
市春光町 番地の ︶
問合せ ポリテクセンター旭川
︵旭川市永山８条 丁目︶
☎
２３２７︵訓練科︶

ニュース
東小・ゆめりんが公共建築賞・優秀

応募方法 タイトルを﹁オンライ
ン空学﹂とし︑ペンネームと質
問内容を添えて次のいずれかの
方法で送ってください︒
①Ｅメール︵ sales@aapb.co.jp
︶
②ハガキ︵〒０７１ １５６２
旭川空
東神楽町東２線
港ビル㈱営業部︶ ③ツイッタ
ー︵＃旭川空港質問コーナー︶
一次受付期間 ９月 日㈬まで
問合せ 旭川空港ビル㈱
☎
３９３９︵代表︶

賞を受賞！

月生を募集中

建築デザイン科

東川小学校・地域交流センタ
ーゆめりんが︑第 回公共建築賞
﹁公共建築賞・優秀賞﹂に選出さ
れました︒同施設は２０１５︵平
成 ︶年度北海道赤レンガ建築奨
励賞も受賞しており︑建築分野の
大きな賞としては２つ目の受賞で

障がいをお持ちで求職中の方を
対象に訓練生を募集中です︒
訓練期間
月 日㈮〜３月 日
㈫︵６ヵ月間︶
願書受付期間 ８月 日㈪〜９月
日㈮
選考試験 ９月 日㈭
試験内容 国語︑数学︑面接
問合せ 障害者職業能力開発校
︵砂川市焼山 番地︑☎０１２
５
２７７４︶
またはハローワーク
職業訓練の受講者募集中

求職中で︑次の訓練を受講希望
の方はお申し込みください︒
訓練科 ものづくり機械科︑電気
設備技術科︑ビル管理技術科︑
ビジネスワーク科︵各 〜 名︶
受講期間
月２日㈮〜来年３月

６月 日︑北土地籍事業協同組
合︵田上利明代表理事︶より多額
の寄付をいただきました︒町の事
業に活用させていただきます︒あ
りがとうございました︒
Ｂ＆Ｇ海洋センター︑助成受けてプ

まで多くの方が利用し︑﹁仲間﹂
﹁時間﹂﹁空間﹂という３つの
﹁間︵ま︶﹂を共有できる場とし
て活用されている︒スポーツや出
会いを通してより幸せになれる場
となってほしい﹂と謝辞と展望を
述べました︒
工事はプール利用期間が終了す
る 月から着工し︑ヒーター︑水
中ポンプ︑プールサイドの床の改
修や照明のＬＥＤ化などを予定し
ています︒改修後のお披露目は来
年６月１日を予定︒生まれ変わる
プールにご期待ください︒
ひがしかわが児童農業雑誌を寄贈

30

７月 日・ 日︑道の駅ひがし
かわ﹁道草館﹂で開館満 年を記
念したイベントが開催されました︒

17

グリーンカレーとは︑香辛料
の効いたココナッツミルクベー
スのタイ料理︒口に運ぶとクリ
ーミーな甘さと青唐辛子のガツ
ンとした刺激が同時に広がりま
す︵豆乳を使っているのでグリ
ーンカレーの中では優しめの辛
さ︶︒野菜は東川産のものが惜
しみなく入っており︑お米はも
ちろん東川米︒お肉をガッツリ
食べたい方にはハンバーグやポ
ークジンジャーもあります︒編
集担当のオススメドリンクは
﹁生姜感﹂の強い自家製アップ
ルジンジャー︒一度飲んだらク
セになる忘れられない味です︒
★テイクアウト可︵ただし暑す
ぎる日は不可の場合あり︶
店名
ON THE TABLE
住所 南町１丁目１ ６
営業 ㈪㈫㈭午前 時半〜午後
７時半︑㈮〜㈰午前 時半〜
午前０時︵夜は酒場︶
定休 ㈬︑第１・３㈫
電話
６３２８

︻ 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︼

11

に配布するほか︑各学校の図書室︑
学童保育センター︑せんとぴゅあ
Ⅱほんの森に配置します︒
今年の８月号は別冊﹁田んぼの
生きもの発見ノート﹂も付属する
夏休み特大号︒馬場専務は﹁わか
りやすく農業を学べる本︒夏休み
を利用して読んでほしい﹂と話し︑
杉山教育長は﹁東川では小学５年
生と中学１年生が１年を通して稲
作を学んでいる︒町の教育の三本
柱の一つである〝ふるさと教育〟
に農育︑食育がある︒世界に誇る
東川の農業を学ぶ一助として活用
したい﹂と謝辞を述べました︒
﹁ちゃぐりん﹂は定期購読も可
能です︒ご興味のある方はＪＡひ
がしかわ営農課︵☎
２１２１︶
にお問合せください︒
北海道エア・ウォーターとオフィシ
ャルパートナー協定を締結
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７月 日︑東川町農業協同組合
︵樽井功組合長︶より町教育委員
会に児童農業雑誌﹁ちゃぐりん﹂
８月号︵ＪＡグループ・家の光協
会発行︶を１００冊寄贈いただき
ました︒町内各小学校５年生 名

報
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73

ール改修決定

このたびＢ＆Ｇ財団︵前田康
吉会長︶から２千 万円助成金を
いただけることとなり︑Ｂ＆Ｇ海
洋センタープールの改修が決定し
ました︒７月８日︑役場にて行わ
れた授与式にて︑同財団の菅原悟
志理事長は﹁コロナ禍で社会は健
康な心と体の上に成り立つことを
痛感した︒海洋センターの目的と
必要性はより高まることが予想さ
れる︒今後も活発に利用いただき
たい﹂と挨拶し︑松岡市郎町長は
﹁同施設は１９９１︵平成３︶年
に開館し︑リニューアルオープン
となる来年はちょうど 周年にあ
たる︒これまで子どもからシニア

の情
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野菜は季節によって変わります。
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カラフルな野菜が見た目にも嬉しい

▲田上代表理事（右から２番目）
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▲水島洋子氏（左）、本間靖子氏（右）
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▲馬場伸二専務（左）より杉山昌次教育長（右）が
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