の情

報

美しい風景をかたちづくる

チの塗装補修を行い︑環境美化に
貢献︒見違えるほど綺麗にしてい
ただきました︒さらに︑昨年 月
４日の突風被害発生時には︑倒木
の撤去などに尽力いただき︑迅速
な復旧への一翼を担ってください
ました︒大変ありがとうございま
した︒
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６︶年３月の２年間︵ 人︶
応募資格 北海道在住で︑４月１
日現在で満 歳以上の方
応募締切 ２月 日㈮
応募先 北海道森林管理局企画課
国有林モニター担当︵〒０６４
８５３７ 札幌市中央区宮の
森３ ７
☎０１１ ６２
２ ５２２８ ℻０１１ ６２
２ ５１９４
︶
h̲kikaku@maﬀ.go.jp

ニュース
環境美化と突風被害復旧に尽力︑赤
川建設興業に感謝状

昨年 月９日︑役場で﹁美しい
風景づくり賞﹂の授賞式が行われ
ました︒﹇美しい東川の風景を守
り育てる審議会︵浜辺啓会長︶主
催﹈
年目となる今回は︑太田房
子さん︵ 区︶︑柳原千里さん
︵同︶︑髙橋賢さん︵第 ︶の３
名が﹁住宅の部﹂に︑松岡洋信さ

10

くらし
受付期間 １月 日㈫まで
試験日 １月 日㈰・ 日㈪のど
ちらか１日
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
障がい者の訓練生を募集

北海道障害者職業能力開発校の
令和４年度訓練生を募集中です︒
対象者 障がいをお持ちの求職者
訓練科目 建築デザイン科︑ＣＡ
Ｄ機械科︑総合ビジネス科︑プ
ログラム設計科︑総合実務科
願書受付 １月 日㈭まで
選考試験 ２月７日㈪
試験内容 数学︑国語︑面接
試験会場 北海道障害者職業能力
開発校︵砂川市焼山 番地︶
問合せ 同校︵☎０１２５
２７７４ ℻０１２５
９
１７７︶またはハローワーク

昨年 月 日︑赤川建設興業㈱
︵旭川市︑赤川秀次取締役社長＝
写真左＝︶に町より感謝状をお渡
ししました︒同社は社会貢献活動
として役場敷地内の駐輪場とベン

前で訓示として読み上げました︒
留学生が木工クラフト体験
宮腰さんは﹁東川町に住んでいて︑
税金に支えられて生活できている
ことを実感できました﹂と︑作文
をきっかけに〝地元愛〟を深める
機会にもなったようです︒

ん︵ 区︶が﹁住民活動の部﹂に
選ばれました︒住民活動の部は︑
﹁長年ゴミ拾いなどで景観の保全
に尽力いただいている方にも感謝
し︑賞を贈ろう﹂と今年新設され
たものです︒
太田さんは﹁移り住んだ時︑近
隣の方々や小学生の子たちも私を
受け入れてくれました︒好きな土
と戯れ︑好きな花を育てられ︑東
川町に移住して本当に良かったと
感じています﹂︑髙橋さんは﹁市
街地には活気があり︑田舎に行っ
ても家の周りが綺麗で風景も美し
い︑と自信を持って紹介できる︒
今後も家の周りを綺麗にしつつ︑
地域の皆さんと仲良くして生活し
ていきたい﹂︑柳原さんは﹁４年
前に越してきて︑寒さの心配をよ
そに木々は元気に育ちました︒仕
事の合間に窓から見るだけでも素
敵な時間です︒これからも﹃東川
町に住んでみたい﹄と思われる風
景の一部でいたい﹂︑松岡さんは
﹁ 年前︑職場の地域貢献として
ゴミ拾いをはじめ︑それが今まで
続いています︒町外から来る人に
もきれいな町だと思ってもらえる
よう頑張ってきたが︑その姿を見
てくれていた人がいたということ
で嬉しい﹂とそれぞれコメントし
ました︒
東川の風景は︑こうしたみなさ
ん一人ひとりの努力の積み重ねで

昨年 月 日︑東川駐在所︵北
町１︶前で︑旭川東警察署・ＪＡ
ひがしかわ・東川町交通安全指導
員らによる交通安全の﹁旗の波啓
発﹂が行われました︒てっぺんく
んを含めた約 名が道道沿いに並
び︑﹁冬に向かう変わり目の季節︑
路面が変化しやすいのでいつもよ
りもスピードを落としてね﹂とド
ライバーへアピール︒
交通事故は１人の小さな油断か
ら起こります︒運転する方だけで
なく︑歩行者も外出する際は周囲
に十分お気をつけください！

てっぺんが 交通安全 旗の波
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・・・・・・・・・・・・

道具を使わずお家でできる

コンディショニング通信
①右手でテーブルの側面を掴む

◀JAひがしかわマスコットキャラクター
てっぺん＠文化ギャラリー

こんにちは！旭川東警察交
通安全大使のてっぺんです︒
ドライバーのみなさん︑スピ
ードの出しすぎはとっても危
険です︒
スピード速いと︑
▼視野が狭くなるので︑歩行
者や車の発見が遅れて︑避
けられなくなる！
▼ブレーキを踏んでもすぐに
止まれない！
▼事故が起きたときに衝撃が
大きくなる！
などなど︑大きな事故になっ
てしまう危険があります︒
制限速度を必ず守って︑安
全運転をお願いします！

てっぺんくんからのお願い

交通安全大使

右の背中︵赤丸︶のスト
レッチを感じるところで︑
深呼吸を５回

②右足を左後方へ伸ばす
横から見るとこんな感じです。

国有林モニターを募集中

皆様に国有林の役割や現状をご
理解いただき︑幅広い意見を国有
林野の管理運営に役立てるため︑
国有林モニターを募集しています︒
依頼内容 ①国有林や森林・林業
に関するアンケートへの回答②
モニター会議への出席︵年１回︶
③現地見学会への参加︵同︶
依頼期間 ４月〜２０２４︵令和

形作られています︒私たちも美し
い風景の一部でいたいですね︒
税の作文︑宮腰さんが札幌国税局長
賞

・・・・・・・・・・・・

▲賞状を持つ左から太田さん、柳原さん、髙橋さん、松岡さん
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デスクワークでの肩こり、背中が張っている方にオススメ！
【ポイント】ストレッチは心地良いと感じる程度で行う

背中のストレッチ
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昨年 月５日︑東川日本語学校
の留学生３名が茶道を体験しまし
た︒林慧子先生やお弟子さんから︑
お菓子の取りからお茶の味わい方︑
茶器の鑑賞など一連の作法を学び
ました︒長時間の正座で足がしび
れるなど大変だったようですが︑
昨年 月８日︑旭川福祉専門学
古式にのっとった厳正な雰囲気を
校と東川日本語学校の留学生９名
体験でき︑更に興味が沸いた様子︒ が︑鈴木工房︵東２号北７線︶で
今後も数回に分けて少人数の体験
木工クラフトのキーホルダー制作
教室を開催し︑日本文化に親しん
を体験しました︒参加者は１時間
でもらう予定です︒
〜１時間半かけて︑７㎝ 角の木片
に各々デザインした斬新な絵を貼
り付け︑糸ノコを駆使して型抜き
をした後︑ていねいに色を塗って
いきました︒完成したらその出来
栄えを互いに喜び合って︑充実し
た時間を共有していました︒
ほとんどの留学生は 月５日に
行われた日本語能力試験︵ＪＬＰ
Ｔ︶を受けるために体験活動を自
粛していたので︑今後は各種体験
の参加者も増えていくことでしょ
う︒東川でできるいろんなことに
挑戦してもらいたいですね︒

報
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留学生が茶道を体験
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昨年 月９日︑東川中学校にて
﹁税の作文コンテスト﹂︵国税庁
主催︶の授賞式が行われました︒
回目となるこのコンテストには
全国から約 万編の応募があり︑
その中から今回︑宮腰五郎さんが
札幌国税局長賞︑馬場桃子さんが
旭川東税務署長賞︑日塔ひまりさ
んが旭川東地区納税貯蓄組合連合
会会長賞を受賞しました︒翌 日
には︑この受賞により宮腰さんが
旭川東税務署で﹁一日署長﹂を務
め︑署長席で業務を体験したり︑
受賞作品﹃地元愛と税﹄を職員の

の情

▲左から宮腰さん、日塔さん、馬場さん（いずれも東川中３年生）
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※撮影時のみマスクをはずしています。
Higashikawa 2022.01
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