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道草館

町民総合文化祭

第 回東川町民総合文化祭を次
の日程で開催します︒
▼町民総合文化祭作品展
会期
月 日㈬〜 月 日㈭
場所 せんとぴゅあⅠ 講堂
▼全町囲碁大会︵自由参加︶
日時
月１日㈰午後１時〜
場所 ふるさと交流センター２階
参加費 ５００円︵賞品代含む︶
◆問合せ 生涯学習推進課
☎役場 内線５８５

展示
東川町と藤野千鶴子展︵札幌市︶

東川町出身の画家・藤野千鶴子
さんの７回忌を迎えるにあたり︑

個性あふれるパッケージで︑
﹁深煎り﹂の奥深い味だけでな
く目も楽しませてくれる …
それ
が TAISETSU coffee
のコーヒー
バッグ︒景色や動物︑イラスト
や写真家さんとのコラボなど多
種多彩さが魅力的で︑ついつい
コレクションしたくなっちゃい
ます︒お土産に︑大切な人への
プレゼントに︑自分へのごほう
びに︒おひとついかがですか？
同店 からも注文できるほか︑
なんとオリジナルのパッケージ
を作ることもできます！︵最低
１００枚〜︶ 企業のノベルテ
ィや内祝いとして配ったり︑ペ
ットの写真を使って記憶に残る
一品を作ったり︒使い方はあな
た次第！
店名
TAISETSU coffee
販売店 道の駅﹁道草館﹂︑東
川ミーツ旭川駅前店︑旭川空
港エアポート・リラ﹁東川ミ
ーツ﹂コーナー︑ほか

北海道本の世界子ども陶芸展巡回展

札幌市で作品展を開催します︒
歳まで東川町で過ごした故藤野
千鶴子さんは︑東川町に強い想い
があり︑逝去される２年程前から
は大雪山を描くことに心血を注い
でおられました︒生前のご本人の
﹁お世話になった東川町で︑私の
作品を町民の方々の作品とともに
展示してもらえることは大変嬉し
い﹂との強い想いにより︑全ての
作品を東川町へ寄贈いただきまし
た︒この機会にぜひご家族ご友人
お誘い合わせのうえ︑ご来場くだ
さい︒
日時
月 日㈫〜 月 日㈰
午前 時〜午後７時︵最終日は
午後５時まで︶
場所 大丸藤井セントラル︵札幌
市中央区南１条西３丁目２︶
入場料 無料
問合せ 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７３２

本や絵本を読んで登場人物や植
物︑世界観︑道具などを陶芸で表
現した作品展を開催します︵北海
道開拓の村︵札幌市厚別区︶↓東
川町↓剣淵町の順で巡回予定︶︒
本や絵本の世界を子どもたちが
精いっぱい表現した作品を︑ぜひ
ご覧ください︒
日時
月 日㈭〜 月１日㈰午
前９時〜午後９時
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町村にはたくさん︒そんな個性豊
秋の火災予防運動が始まります
月 日㈭〜 日㈯は﹃その火
かなパン屋さんを﹃はしご﹄する
事を 防ぐあなたに 金メダル﹄を
楽しみをぜひ味わってください︒
５００円以上のお買いものをさ
統一標語とし︑全道一斉に秋の火
れた方は︑参加店舗の景品が当た
災予防運動を行います︒これから
るガチャを回すことができます︒
の時期は︑朝夕の冷え込みでスト
参加店舗 しとあ︵西５号北︶︑
ーブなどの暖房器具を使用するこ
まめや︵東町２︶ほか︑旭川市︑ とが多くなります︒使用の際には
富良野市などから出店
次のようなことに十分注意し︑火
日時
月 日㈰午前 時〜午後
事を起こさないようにしましょう︒
３時
▼暖房器具使用の注意
場所 道の駅ひがしかわ﹁道草館﹂
①使用前に必ず点検・整備！
②カーテンなどの燃えやすい物
コミュニティホール
の近くや︑物が落下する場所
問合せ 道の駅﹁道草館﹂
での使用はやめましょう
☎
４７７７
③火をつけたままの給油や移動
は絶対にやめましょう
町外団体から
④外出・就寝時などには︑完全
に消火したことを確認！
住宅地図調査を行います
⑤カートリッジ式の灯油ストー
㈱ゼンリンでは︑２０２１年度
ブは︑燃料タンクのふたを完
版の東川町住宅地図作成のため︑
全に閉めましょう
現地調査を行います︒調査員はユ
ニフォームと腕章を着用し︑社員
住
※宅用火災警報器をまだ設置
証または調査員証を持っています︒
してないお宅は早急な設置を︑
みなさまのご理解とご協力をお願
すでに設置済みの場合は定期的
いいたします︒
な点検と管理をお願いします︒
期間
月１日㈭〜 月 日㈭頃
火
※災予防運動期間中︑消防団
時間 日中のみ
員がみなさんのお宅を訪問し︑
範囲 東川町全域
防火を呼び掛けます︒ご協力を
確認内容 個人宅代表者名︑事業
お願いします︒
所名︑住所を表札や看板で確認︑ 問合せ 大雪消防組合東消防署
もしくは居住者に聞き込み
☎
０１１９
問合せ ㈱ゼンリン旭川営業所
☎
２１５５

https://taisetsucoffee.com/

HP

くらし
◆予約・問合せ 東川スタイル課
ぴゅあシネマ
︵☎役場 内線７０６︶︑ドー
せんとぴゅあで気軽に映画を楽
トレトミシー 予約フォーム
しみませんか？
https://dotoretomisi.themedia.jp/ 上映作品 僕のワンダフル・ライ
フ
日時
月 日㈮午後６時〜同７
大雪山アーカイブス講演会
時 分︵開場５時半︶
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
鑑賞料 無料︵要事前申込︶
定員
名︵先着順︶
その他 座席は距離を空けて配置
します︒来館時のマスク着用︑
手指の消毒にご協力ください︒
申込・問合せ 文化交流課文化推
進室︵☎役場 内線７３８︶

﹁私のフィールド・ノート〜愛
山渓 高層湿原の植物たち〜﹂と
題した講演会を行います︒
講師 岡本敦子氏︵旭川実業高等
学校 図書館長・国語科主任︶
日時
月 日㈯午後１時半〜同
３時
会場 せんとぴゅあⅡ 多目的室
入場料 無料︵要事前申込︶
定員
名︵先着順︶
その他 座席は距離を空けて配置
します︒来館時のマスク着用︑
手指の消毒にご協力ください︒
申込・問合せ 文化交流課 文化
推進室︵☎役場 内線７３８︶
図書まつり

本のリサイクル市と︑子ども対
象のおはなし会を開催します︒
日時
月 日㈰午前 時〜午後
３時
場所 せんとぴゅあⅡ 芝生広場
雨
※天時 本のリサイクル市は
せんとぴゅあⅠコミュニティホ
ール︑おはなし会はせんとぴゅ
あⅡ体験室
問合せ 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７３８

日時
月 日㈯午前 時〜正午
場所 地域活動支援センターかた
くり︵東町４丁目
︶
参加料 ３００円︵小学生以上の
子ども同伴は５００円︶
問合せ 発達障害コミュニケーシ
ョン初級指導者・白井ちよ

chibichanhanachan@gmail.com

はしごぱん
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北海道の恵まれた食材・環境を
活かし︑こだわりを持ったベーカ
リーショップが︑東川町や周辺市

報
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の本格コンサート︒︵ＷＥＢ同
時配信︶
日時
月３日㈯午後７時〜
入場料 ２０００円︵ドリンク︑
お菓子付き︶
定員
名︵申込先着順︶
会場 小西健二音楽堂
▼うたごえ喫茶
内容 毎月変わる﹁うた﹂を一緒
に歌いましょう︒
日時
月 日㈬・ 日㈬各日午
後２時〜同３時︵ＷＥＢ同時配
信︶
定員 各回 名︵要申込︶
会場 小西健二音楽堂
▼アンプラグナイト
内容 生音を気軽に楽しめるライ
ブ︒その場でリクエストに応え
たり︑和気あいあいとした音楽
の場を楽しめる一夜です︒
日時
月 日㈮午後７時〜
入場料 １０００円
会場 小西健二音楽堂
▼夜音茶論
内容 音楽堂を無料開放します︒
どなたでもお越し頂き︑ピアノ
を聴いたり︑本を読んだり︑手
紙を書いたり︑お茶を飲んだり︑
少しお喋りしたり︒思い思いに
くつろげる茶論︵さろん︶です︒
日時
月 日㈪午後６時半〜同
８時半
定員
名︵申込不要︑出入自由︶
会場 小西健二音楽堂

場所 せんとぴゅあⅡ ラウンジ
入場料 無料
問合せ 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７３２

町内団体から
ひとあじちがう洗車場

現役を引退してしばらく経った
方などがスタッフとして働く活躍
ＨＰＧＣ ひがしかわ組合長杯
の場です︒今回から﹁ひとあじち
ホールストロークプレー・男
がうポイントカード﹂も導入︒内
女別個人戦︵男女混合４人１組︶
容はお楽しみに！
の大会参加者を募集中です︒
日時
月２日㈮・９日㈮
優勝〜 位のほか︑飛び賞や特
各日午前９時〜︵社協に車を預
別賞︑参加賞︵全員︶もご用意！
けていただき︑約 分後に取り
参
※加上限人数を少なくし︑プレ
に来ていただきます︒︶
ー中以外はマスク着用をお願いす
場所 東川町社会福祉協議会
るなど︑新型コロナ対策を行いつ
定員 １日２台まで︵事前申込制︶ つ開催します︒
料金 ５００円︵洗車︑車内の掃
大会日時
月 日㈰ 午前８時
除機がけ︶
分開会︵同７時半から受付︶
申込 東川町ボランティアセンタ
会場 キトウシパークゴルフ場
ー︵東川町社会福祉協議会内︶
参加料 千円︵プレー代別途︶
☎
申込締切
月６日㈫
７５０５︑℻
７３
定員 １２０名︵申込先着順︶
０１︵担当 伊藤︑遠藤︶
申込場所 キトウシＰＧ場受付︑
親水河川ＰＧ場受付
第４回〝発達の気になる子を支える
問合せ 東川振興公社 キトウシ
親〟の交流会
ＰＧ場︵☎
５００１︶

の情

東川町の親同士が繋がり︑笑顔
になれる交流会です︒お子さんの
発達についてや︑子どもとの関わ
り︑将来への悩みなどを共有した
り︑学びの時間を一緒に始めませ
んか？︵申込不要︶

くらし
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【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】

ヨシノリコーヒーは︑コーヒ
ーマイスターの社長がいろいろ
な国へ実際に足を運び︑﹁魂込
めて﹂生産された豆を厳選し自
家焙煎する︑スペシャルティコ
ーヒー専門店︒一番完熟した状
態で仕入れた最高級豆から丁寧
に淹れた一杯は︑雑味が無くと
てもクリア︒スペシャルティら
しい水水しさと果物感があり︑
コーヒーとは思えない風味を感
じられます︒﹁コーヒーは苦い
から苦手﹂という方も︑一口味
わえばきっとコーヒーに対する
認識が変わるほどの衝撃を受け
るはず︒晴れた日には店内の大
窓や裏庭から田園やでーん！と
見える旭岳を眺めながら︑ほっ
と一息いかが？
店名
yoshinori coffee
住所 北町 丁目
１
営業 午前 時〜午後６時
定休 ㈬㈭
電話
００９９

https://www.yoshinoricoff
ee.com/

店内のチョークアートも素敵︒

【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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どこでも気軽に一杯を楽しめます。
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