留学生がゴミ拾いでまちに貢献

７月 日︑町立日本語学校と旭
川福祉専門学校に通う留学生 名
が︑東町と南町の１〜４丁目でゴ
ミ拾いを行いました︒ ℃を超え
る真夏日の中︑約１時間半にわた
って燃えるゴミ・燃やせないゴミ
を分別しながら熱心に活動︒綺麗
になった街並みをみて学生たちも
達成感を得られたようです︒次回
は 月に北町・西町１〜４丁目を
清掃する予定ですので︑暖かく見
守っていただければと思います︒
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キャンモアスキービレッジは︑
小さなお子さんから大人まで楽し
めるファミリーゲレンデ︒営業期
間中全日程で使用できる町民限定

これからの夢や両親への感謝など
をスピーチ︒将来を担う新成人の
みなさん︑困難に負けず︑これか
らも頑張ってください！

水田フォトコン︑﹁これぞ東川﹂な

12

10

10

﹁発達特性のある世界を体感し
てみよう﹂をテーマに︑前半は身
近に接する親御さんの気になる事
などについて意見交換を行い︑後
半は悩みに沿った疑似体験を通し
てお子さんの理解を深めていきま
す︒︵オンライン参加も可︶
日時 ９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
︶

31

報
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景﹄︒太陽の角度がわかるアプリ
を活用し︑撮影に最適な時間を予
測してドローンで撮影した画像に
は︑東川町の美しい水田が遠くま
で広がっています︒﹁朝７時ごろ
だと爽やかな感じに撮れるんです︒
空が白くなってしまうので太陽は
外して ﹂
―と撮影のポイントを笑
顔で教えてくださいました︒妻・
梨乃さんの作品﹃ Twilight Time
﹄
も優秀賞を受賞︒﹁同じ場所に行
っても全然違う写真になるんです﹂
と︑撮る人によって変わる写真の
面白さを楽しんでいるそうです︒
全受賞作品は観光協会の ﹁よ
うこそ東川﹂でご覧いただけます︒
審査委員長・井上浩輝さんのコメ
ントも掲載されていますので︑ど
うぞゆっくりとご覧ください︒
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ノ カ ナ ン チ ル キ ャ ン プ │﹂ が 開
催されました︒︹主催 かけはし
地元プロジェクト︑協力 東川町
︵未来チャレンジ活動支援補助
金︶︑他︺
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18

パノラマがグランプリ

試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地
︵旭川市春光町︶
問合せ 自衛隊旭川地方協力本部
南地区隊 ☎
０１００

ニュース
除草

盛永組が歩道４区間をボランティア

55

７月 日︑盛永組︵盛永喜之社
長︶が︑雑草の刈り取りボランテ
ィアを行いました︒８年目となる
今年は 人で手分けし︑西４号道
路︵北５〜７線間︶︑西６号道路
︵基線〜北１線間︶︑西８号道路
︵東西線〜ひだまりの里間︶︑東
西線道路︵西６〜８号間︶の広範
囲にわたり︑歩道縁石に生えた雑
草を綺麗に刈り取っていただきま
した︒ありがとうございました︒
21

◀JAひがしかわマスコットキャラクター
てっぺん＠改善センター

こんにちは！旭川東警察交
通安全大使のてっぺんです︒
スマートフォンを見ながら
や︑通話しながらの﹁ながら
運転﹂はとっても危険！
自分の運転に集中できない
だけでなく︑周りの様子が目
に入らなくなってしまいます︒
車に限らず︑自転車に乗る
時も絶対にやめましょう︒
運転中にどうしてもスマホ
を使わなければならない時は︑
必ず安全な場所に停まってか
らにしましょう！事故が起こ
ってから後悔するより︑事故
が起きないように安全運転を
心がけてください︒

てっぺんくんからのお願い

交通安全大使
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おめでとう！
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４月〜６月 日にかけて募集し
た﹃ひがしかわ 美しい水と田園
風景フォトコンテスト﹄の結果が︑
７月 日に発表されました︒﹇主
催 ︵一社︶ひがしかわ観光協会﹈
応募のあった６４８作品の中か
らグランプリに輝いたのは︑﹁田
忠別湖畔をまったり遊ぶ
植えが始まった頃に撮った﹂とい
８月８日︑忠別湖親水広場︵ノ
う松井保さんの﹃大雪山と田園風
│
カナン︶にて﹁ Good Vibration

報
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８月 日︑１月から延期にな
っていた﹁二十歳を祝うつどい﹂
︵旧称 成人式︶が東川小学校体
育館で行われました︒新型コロナ
感染防止対策を徹底した広い会場
では 人が久々に顔を合わせ︑想
い出や近況を語り合っていました
︵１名はオンライン参加︶︒壇上
で一人ずつユーモアを織り交ぜて

歳のみなさん

50

くらし

FB

内容 本を読んだり︑ゆっくりお
のオトクなシーズン券があります
参加料 ３００円︵要申込︒小学
町長への手紙
茶を飲んだり︒ピアノを囲む自
ので︑ぜひご利用ください！︵学
﹁週末︑深夜まで家庭内で飲食
生以上の子同伴は５００円︶
由な時間です︒
割は学校などを通して別途ご案内︶ 問合せ 発達障害コミュニケーシ
を行う声︑子どもがはしゃぐ声︑
日時 ９月 日㈪午後６時半〜
東川町民特別割引シーズン券
バイクや車の音︑音楽がうるさく
ョン初級指導者・白井ちよ
▼楽しく健康 うたごえ喫茶
１万円︵通常金額３万円︶
て眠れない﹂というお手紙が寄せ
chibichanhanachan@gmail.com
あり︒﹁発達の気になる子を
対象者
歳以上の町民
内容 幅広い歌をうたって︑免疫
られました︒︵７月 日消印︶
支える親の交流会﹂で検索を
今シーズン営業期間︵予定︶
力アップ！心身ともに健康にな
夜間は思っているよりも遠くま
月 日㈯〜来年３月 日㈪㊗
りましょう︒
で音やにおいが届いてしまいます︒
各日午前９時〜午後８時半
日時 ９月 日㈭午後１時半〜同
暑い日には窓を開けて就寝されて
町外団体から
オ
２時半︵ＷＥＢ同時配信︶
いる方もいらっしゃいます︒周囲
※ープン日は午後３時半まで︑
月 日㈮と来年１月１日㈬は
参加料 無料
への気づかいを忘れずにお過ごし
自衛官候補生等の募集
午後４時までの営業
◆共通事項
いただきますよう︑どうかお願い
次の日程で募集します︒旭川駐
販売期間
月 日㈮まで
会場 小西健二音楽堂
いたします︒
屯地にある志願票に記入し提出し
申込場所 キャンモアスキービレ
問合せ・予約 小西健二音楽堂
また︑記録的猛暑はすでに過ぎ
てください︒
ッジ スキーセンター受付︵西
☎
たように感じられますが︑昼間の
▼自衛官候補生
７２７４︑ドートレトミ
５号北 ︑午前９時〜午後５時︶ 応募資格 日本国籍を有し︑来年
熱中症だけでなく﹁夜間熱中症﹂
シー 予約フォーム
必要書類 申込書︑顔写真２枚
４月１日現在で 歳以上 歳未
https://dotoretomisi.themedia.jp/ にもお気をつけください︒
︵縦４㎝ 横３・５㎝ ︶︑町民
満の男女
夏の熱中症の４割は夜間に発症
※
×
受付期間 ９月６日㈪まで
していると言われています︒
であることを証明できるもの
町民文化祭について
試験日 ９月 日㈰〜 日㈭のう
対策 ①エアコンなどで室温を
問合せ ㈱東川振興公社
ち１日
℃以下︑湿度 〜 ％に保つ
☎
５００１
▼一般曹候補生
②睡眠前と起床時にコップ１杯
応募資格 自衛官候補生と同じ
以上の水を飲む ③カフェイン
第 回〝 発 達の気になる子を 支える
受付期間 ９月６日㈪まで
やアルコールは利尿作用がある
親〟の交流会
試験日 ９月 日㈮〜 日㈰のう
ので︑睡眠前は控える
ち１日
▼航空学生
町内団体から
応募資格 日本国籍を有し︑来年
４月１日現在で 歳以上かつ︑
キャンモアの町民割シーズン券︑販売
▼空
歳未満︑▼海
歳未
開始！
満︑の男女︵高卒・見込み含む︶
受付期間 ９月９日㈭まで
試験日 ９月 日㈪㊗
◆共通事項
今年で第 回目となる町民総合
文化祭は︑新型コロナ感染防止の
ため︑昨年同様に規模を縮小して
行います︒︵詳細はチラシなどで
別途お知らせします︶
▼実施するもの
作品展
月３日㈬㊗〜 月 日
㈭ せんとぴゅあⅠ 講堂
全町囲碁大会
月７日㈰ 囲碁
会館︵ふるさと交流センター︶
▼中止するもの 文化芸能発表︑
幼児児童生徒音楽の集い︑陶芸
ロクロ体験︑お茶会
問合せ 生涯学習推進課
☎役場 内線５８６・５８８
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▲左２番目から松井保さん、梨乃さん（東町４）
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Higashikawa 2021.09

14
※撮影時のみマスクをはずしています。
Higashikawa 2021.09
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