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申込先 東川町バレーボール協会
５００円︵要予約︶
事務局︵東川町社協内・伊藤︶
会場 小西健二音楽堂
☎
▼東川ミュージック・フォレスト
７５０５
内容
月より東川高校生や日本
語学校留学生参加の新コーナー
第５回〝発達の気になる子を支える
が始まり︑より一層充実した内
親〟の交流会
容となりました︒曲のリクエス
﹁子どもの発達が気になる﹂
ト︑お便り募集しています︒
﹁お友達とうまく関われない﹂
日時 毎週㈬午後９時〜同 時
﹁癇癪の対応が分からない﹂な
放送局 ラジオ ＦＭりべーる
ど︑同じような悩みを抱えた親
︵ ・７Ｍ ︶︑パソコン サ
同士が気軽に語りあえる場です︒
イマルラジオ︑スマホ リスラ
お子さんについて︑これからに
ジ
ついて …
一緒に考えませんか？
◆予約・問合せ 東川スタイル課
︵申込不要︶
︵☎役場 内線７０６︶︑ドー
日時
月 日㈮午前 時〜正午
場所 地域活動支援センターかた
トレトミシー 予約フォーム
くり︵東町４丁目
︶
https://dotoretomisi.themedia.jp/
参加料 ３００円︵小学生以上の
子ども同伴は５００円︶
町内団体から
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
ＰＧ場の営業期間について

各パークゴルフ場の営業期間は
次の日までを予定しています︒
▼キトウシＰＧ場 …月３日㈫㊗
▼親水河川ＰＧ場 …月３日㈫㊗
問合せ キトウシＰＧ場受付
☎
５００１

町外団体から
道道の冬期間通行止め

次のとおり通行止めとなります︒
▼道道６１１号瑞穂東川線︵通称
北５線︶の東 号・原田宅地先
〜奥ゲート︵１・５㎞︶
＝ 月５日〜来年２月 日
▼同・奥ゲートから先６・１㎞
＝ 月８日〜来年５月６日
▼道道 １１１６号富良野上川線
︵東川町８０６
〜同１０
７４
区間︶
＝ 月８日〜来年５月６日
問合せ 上川総合振興局 事業課
☎
４４６１
25

自衛官候補生の募集

次の日程で自衛官候補生を募集
します︒旭川駐屯地にある志願票
に記入し提出してください︒
応募資格 日本国籍を有し︑来年
３月１日現在で 歳以上 歳未
満の男女
受付期間 試験日により異なる
試験日
月 日㈰・ 日㈪︑
月 日㈰・ 日㈪のいずれか１
日
試験会場 受付時に通知
問合せ 自衛隊旭川地方協力本部
南地区隊︵旭川市春光町︶
☎
０１００

秋の交通安全祈願祭

１号道路と東川中学校〜東川高校
前のせせらぎ水路をボランティア
清掃しました︒縁石付近の除草を
行っていただいたことで︑いっそ
う﹁写真映りの良い町﹂になりま
した︒町からは感謝状を贈りまし
た︒ありがとうございました︒
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全町バレーボール大会の参加者募集

第 回全町バレーボール大会の
参加者を募集します︒チームメン
バー中の町民等の人数が３名以上
は１部︑１名以上は２部に分かれ
て試合を行います︒
日時
月 日㈰午前９時〜
場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象 中学生以上の男女
試合方式等 男女混合６人制︵う
ち女子３人以上︶
参加料 １チーム３０００円︵学
生チームは２０００円︶
月９日㈪まで
申込期限

した︒今年のお米はどの品種も粒
ぞろいが良好で︑アミロースやタ
ンパクも例年より低く︑粘りと甘
味もしっかりしていて︑見た目・
味ともに昨年を超える品質︒
松岡市郎町長は﹁今年は味も品
質も最高に優れていると聞き︑大
変喜ばしい︒農家のみなさんの１
年間の努力の結晶を︑未来を担う
子どもたちやこれまでお世話にな
ってきた町の方々に食べていただ
こうと思う﹂と謝辞を述べました︒

小・中学校では 月７日︑幼児
センターでは翌８日からの給食で
提供され︑子どもたちはいち早く
地元のおいしさを味わいました︒

河川サービスが道路と水路をボラン
ティア清掃

11

10

９月 日︑交通安全聖観音像前
︵北町１︑せんとぴゅあ横︶にて
秋の交通安全祈願祭を行いました︒
日からの﹁秋の全国交通安全
運動﹂に合わせ︑町交通安全協会
︵米田保会長︶が主催︒各種団体
長︑交通安全指導員らが出席しま
した︒
米田会長は﹁自転車による事故
を最近よく耳にする︒運転する人
も歩行者も気を付けて﹂と挨拶し︑

今回はちょっと珍しく﹁展
示﹂をご紹介︒現在せんとぴ
ゅあⅠギャラリー２で開催中の
﹃ ANOTHER HIGASHIKAWA
︵アナザー東川︶〜みんなで作
る段ボールの世界〜﹄︒普通︑
﹁展示﹂と言えば完成した作品
をみなさんに見ていただく形で
すが︑これはタイトルの通り
﹁みんなで作りながら展示﹂す
るもの︒どういうことかと言う
と︑会場内に段ボールハウスの
材料と道具があるので︑自由に
﹁家﹂を作って会場を﹁街並み﹂
にしていってね！というコト︒
理想の家からペットや電車のお
うちまで好きなように〝建築〟
しちゃってください︒次に行っ
たときには自分の家がどのよう
に町の一部になっているのか …
という楽しみ方もできますヨ︒
場所 せんとぴゅあⅠ
期間
月６日㈰まで
時間 午 前 時 〜 午 後 ７ 時
定休 ㈪ ☎ 役 場 内 線 ７ ６ ２

月１日︑㈱ツナグ・ソリュー
ションズ︵御子柴淳也代表取締役
社長︶と︑９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︒
同社は東京都千代田区に本社を
置く採用コンサルトの会社︒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︒

ィシャルパートナー協定を締結

㈱ツナグ・ソリューションズとオフ

交通事故ゼロを祈願しました︒
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９月下旬︑河川サービス㈱︵旭
川市︑小笠原功取締役社長︶が︑
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くらし
軽なライブ︒フォークや歌謡曲︑
ロックなどその場にいるみんな
で作る楽しい夜です︒
日時
月６日㈮午後７時〜
入場料 １０００円
会場 小西健二音楽堂
▼うたごえ喫茶
内容 幅広い歌をうたって︑免疫
力アップ！心身ともに健康にな
りましょう︒飲み物あり︒
日時
月 日㈬・ 日㈬各日午
後２時〜︵ＷＥＢ同時配信︶
入場料 無料︵要予約︶
会場 小西健二音楽堂
▼夜音茶論︵やおんさろん︶
内容 音楽を聴きながら本を読ん
だり︑手紙を書いたり︑ゆっく
りお茶を飲んだり︒ピアノを囲
んでの自由な時間です︒セルフ
サービスの飲み物あり︒
日時
月 日㈪午後６時半〜同
８時半
入場料 無料
定員
名︵申込不要︑出入自由︶
会場 小西健二音楽堂
▼音楽堂定期コンサート vol.14
内容 照明や映像︑香りや季節の
演出と︑多彩なゲストによる本
格的なコンサート︒音楽堂の魅
力を︑音楽と共に五感で感じら
れる特別な一夜です︒
日時
月 日㈯午後６時半開場︑
同７時開演︵ＷＥＢ同時配信︶
入場料 ２５００円＋２ドリンク

マスクコンテストのデザイン募集中

旭川空港では︑﹃北海道の冬に
つけたいマスクコンテスト﹄のデ
ザインを募集中です︒〝北海道の
冬〟をテーマにした素敵なマスク
のデザインをお待ちしております︒
応募方法 応募用紙︵旭川空港特
設会場ほか︑空港 と水野染工
場 から 可︶に作品のデザイ
ンを描き︑必要事項を記入して
旭川空港２Ｆお土産店エリア特
設会場の応募箱に投函︑もしく
は旭川空港ビルへ郵送
表彰 ▼大賞１名 デザインした
マスク１点と動物マスク５点
▼準大賞２名 デザインしたマ
より新米寄贈︑子どもたちの給食
スク１点と手ぬぐい２枚
に最高の米
応募締切
月 日㈪消印有効
結果発表
月上旬に空港 と水
野染工場 にて
問合せ・応募先 旭川空港ビル㈱
︵〒０７１ １５６２ 東神楽
町東２線 号 番地︶
☎
３９３９

ニュース
大洋設備よりマスク寄贈

報
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▲米田保会長

83

11

10

15

10

26

13

55

28

10

９月 日に大洋設備㈱︵旭川市︑
松本康洋社長︶よりマスク３００
０枚を寄贈いただきました︒災害
時の備蓄として活用させていただ
９月 日︑ ひがしかわ︵樽井
きます︒ありがとうございました︒ 功組合長︶より︑町にゆめぴりか
の新米１００㎏を寄贈いただきま

の情

▲体験農園のカボチャもいっしょに「いただきます！」
（東川小）
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今年は青空の下で音楽交流︑第三地

月 日︑第三地区コミュニテ

区と旭大＆旭大高
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▲松本社長（写真中央）、佐々木営業部課長（同左）
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