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Information of Living
北海道米消費拡大！料理講習会

12
日時
月 日㈭・ 日㈭午後１
時半〜同２時半
参加料 無料
▼定期コンサート vol.26
ゲスト 高野悠己
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７時〜
Ｗ
※ＥＢ同時配信︵有料︶
入場料 ３０００円︵要予約︶
▼ Sunday classic
内容 北海道に縁ある若手実力派
演奏家によるクラシック演奏︒
演奏 吉本萌慧︵ヴァイオリン︶︑
鳥谷部美帆︵ピアノ︶
日時
月 日㈰ ①親子で楽し
むクラシック 午前 時半〜
②あなたと楽しむクラシック
午後２時〜／同４時半〜
入場料 ①無料︵町民限定︶
②町民無料／町外１５００円
▼夜音茶論 KANADE NIGHT
内容 演奏可能な音楽堂無料開放
日です︒どなたでもＯＫ！
日時
月 日㈮午後６時半〜
▼夜音茶論︵音楽堂無料開放日︶
内容 本を読んだり︑ゆっくりお
茶を飲んだり︒ピアノを囲む自
由な時間です︒
日時
月 日㈪午後６時半〜
11

コンディショニング通信

道具を使わずお家でできる
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報
定員 ①２００名︑②１０００名
参加料 無料︵要申込︑先着順︶
問合せ 東川スタイル課
☎役場 内線７０１
北海道米の消費拡大＆ご飯食
の良さの啓発を目的に︑料理講習
会を開催します︒北海道米や道産
米粉を使った料理を作り︑お米の
栄養や基礎知識についても理解を
深める内容です︒普段とは違った
お米料理を体験してみませんか？
﹇主催 東川消費者協会﹈
日時
月 日㈬午前 時〜午後
１時半ごろ
場所 保健福祉センター 健康学
習室︵２階︶
定員
名︵参加無料︶
申込締切
月 日㈪
持ち物 エプロン︑三角布︑マイ
箸
問合せ 税務定住課 住民室
☎役場 内線１１２・１１３
音楽で元気になろう♬

町地域おこし協力隊のアコース
ティックユニット・ドートレトミ
シーといっしょに︑音楽で元気に
なりましょう！

▼楽しく健康 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︒

れなかったり︑改ざんされたりす
ることを防ぐことができます︒
手続きはすべて予約制です︒お
気軽にご連絡ください︒
問合せ 旭川地方法務局 供託課
︵旭川市宮前１条３丁目３番
号︑☎
１１６７︶
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の情
申込先 子育て支援センター
５１００
☎

イベント
参
※加の際は︑検温︑手指の消毒︑
マスクの着用にご協力ください︒
状況により中止・延期・オンラ
イン開催になる可能性や︑入場
制限を行う場合があります︒
デザインスクール特別編⑧

﹁椅子の日に︑椅子のお話﹂第
８弾︒９月に延期となった﹁フィ
ンランドの巨匠 アルヴァ・アア
ルト﹂をテーマに︑﹁親しみやす
く﹂﹁革新的な﹂名作の数々がど
のように誕生したのかをお話しし
ます︒
講師 織田憲嗣氏
日時
月 日㈰午前 時〜同
時
場所 せんとぴゅあⅠ ラウンジ
定員
名︵無料︑先着順︶
申込締切
月 日㈯午後５時
申込先 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７６２

designschool.higashikawa@gmail.com
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くらし
保育科の学生と一緒に親子で自由
に遊べます︒この機会に見学して
みませんか︒
日時
月 日㈬午前 時〜正午
場所 地域生活支援センター ふ
れ愛の郷︵進化台︶
対象 親子ならどなたでも︵５組
程度︶
バス送迎 午前９時 分に幼児セ
ンター正面玄関前集合
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００
記念フォーラム

︻ 隈研吾基調講演 ︼立正大学１５０周年

東川町と︑来年開校１５０周年
親子遊びの体験教室
を迎える立正大学︑町との連携を
親子で一緒に︑いろいろな遊び
進める隈研吾建築都市設計事務所
を体験しませんか︒
内容 親子で﹁ストローあおむし﹂ は︑三者連携協定を締結します︒
この協定を期に３者で新しい挑戦
を作ります︒
を始めるにあたり︑地方創生フォ
日時
月 日㈭午前 時〜同
ーラム﹃１人より３人﹄と題した
時半
講演会が開催されます︒地域連携
場所 子育て支援センター
対象 ２歳児と保護者︵ 組程度︶ により地方創生の新たな視点を得
る試みです︒︹主催 立正大学︺
申込先 子育て支援センター
登壇 隈研吾氏︵建築家︶︑吉川
☎
５１００
洋氏︵立正大学学長︶︑松岡市
郎町長︑立正大学学生
子育て講座﹁お正月リース作り﹂
司会 中川梨花︵東川町オフィシ
ャルレポーター︶
日時
月 日㈬▼協定調印式
午後５時半〜▼基調講演 同６
時５分〜▼パネルディスカッシ
ョン 同６時 分〜同８時
場所 ①立正大学 品川キャンパ
ス︑②オンライン配信

お子さんと離れてのリフレッシ
ュ講座です︒素敵なお正月リース
を作りましょう︒︵託児あり︶
講師 鈴木育美さん
日時
月２日㈭午前 時〜正午
場所 子育て支援センター
対象 どなたでも︵ 組程度︶
参加料 材料費１０００円
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月 日㈮〜 日㈭は︑全国一
成年後見制度普及啓発講演会
斉﹁女性の人権ホットライン﹂強
成年後見制度は︑認知症や知的
化週間です︒夫やパートナーから
障がい・精神障がいなどで判断能
の暴力︑職場でのセクシュアル・
力が十分ではない方が︑契約をし
ハラスメントなど︑女性の人権に
たり財産管理をしたりすることが
関する電話相談を︑時間を延長し
困難な場合に︑本人が不利益をこ
て受け付けます︵期間中は土日も
うむらないよう支援することによ
受付︶︒法務局職員か人権擁護委
り︑﹁本人が安心して生活する権
員がご相談に応じます︒
利﹂を守る制度です︒この制度を
全国共通ナビダイヤル ☎０５７
みなさまに広く知っていただくこ
０ ０７０ ８１０
とを目的とした講演会を開催しま
す︒
相談時間
月 日㈮〜 日㈭
月 日㈮午後２時〜同３
︵平日 午前８時半〜午後７時︑ 日時
時半︵同１時半開場︶
土日 午前 時〜午後５時︶
会場 旭川勤労者福祉会館 ２階
問合せ 旭川地方法務局
大会議室︵旭川市６条通４丁目︶
定員
名︵参加無料︶
遺言書を法務局でお預かりします
申込締切
月 日㈪
昨年７月より︑自筆証書遺言書
申込先 旭川成年後見支援センタ
保管制度が開始となりました︒
ー ☎
１００３
法務局に遺言書を預けることで︑
遺言者の死亡後に遺言書が発見さ

◆共通事項
第 回〝 発 達の気になる子を 支える
会場 小西健二音楽堂
親〟の交流会
問合せ・予約 小西健二音楽堂
﹁子育ての悩みをポジティブ変
☎
換してみよう！〜リフレーミング
７２７４︑ドートレトミ
ごっこ〜﹂︒こだわりの強さや場
シー 予約フォーム
https://dotoretomisi.themedia.jp/ 面の切り替えの難しさなど︑つい
ついイライラして対応してしまい
がちになります︒ネガティブなイ
町内団体から
メージを﹁まぁ い
…いか﹂へ変化︒
新しい視点を加えることで物事を
パウダーベルトトークショー
受け入れられるようになる〝リフ
レーミング〟を一緒にやってみま
全国一斉﹁女性の人権ホットライン﹂強
しょう︒︵オンライン参加も可︶
化週間
日時
月 ㈮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 ３５０円︵要申込︒小学
生以上の子同伴は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

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です︒
▼道道６１１号瑞穂東川線︵通称
北５線︶の倉沼ゲート〜瑞穂ゲ
ート︵１・５㎞︶＝ 月 日〜
来年５月 日
問合せ 上川総合振興局 事業課
４４６１
☎

報

首の後ろの伸びを感じな
がら ５回深呼吸をする︒

①背筋を伸ばして椅子に座る。
②頭を下げる。
③両手で頭を押さえる。
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▲アームチェア406(1939年)
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▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら
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【効
果】首の張りを軽減できます。
【ポイント】背筋を伸ばした状態で行う。

首のストレッチ
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▲制度の詳細は
こちら
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▲申込はこちら
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旭岳をはじめとした東川町の
﹁雪﹂の魅力を存分に知ることの
できるトークショーを開催します︒
臨場感あふれる写真スライドショ
ーやスキー滑走動画も上映︒
スピーカー 児玉毅氏︵プロスキ
ーヤー︶︑佐藤圭氏︵フォトグ
ラファー︶
ゲスト 中川伸也氏︵町内在住・
プロスノーボーダー︶
日時
月 日㈯①午後１時〜同
２時半︑②同３時半〜同５時
場所 改善センター ホール
定員 各回 名
参加料 無料︵専用サイトで申込︶
問合せ 同実行委員会︵ Transit
東
川内︶☎
７５５９

くらし

▲申込はこちら
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