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育成制度をもつ同社からはこれま
でも技能五輪で若手職人が優秀な
成績を残しています︒佐藤さんは
﹁いつも通りできれば良い結果を
残せると思う﹂と自信を見せてく
れました︒大会の開会式・閉会式
は技能五輪公式サイトで視聴でき
るようですので︑ぜひご覧くださ
い︒

椅子は時代の技術を取り込む

昨年 月 日︑せんとぴゅあⅡ
でデザインスクール特別編⑨を開
催しました︒今回のテーマはチャ
ールズ・イームズ︵アメリカ︶の
﹁イージーチェアＬＣＷ﹂︒ＬＣ
Ｗとはラウンジ・チェア・ウッド
レッグの略で︑﹁くつろげるスペ
ースで使う木製の脚の椅子﹂を意
味します︒人体にフィットする座
り心地の良さを実現するために︑
座面や背もたれの﹁三次元曲面﹂
の開発に挑んだこの椅子は︑成形
合板で作られています︒この技術
は戦時中の 年代︑脚を骨折した
兵士を搬送するための添え木を作
るために発展しました︒その後︑
年代までは﹁合板をいかにして
人の体になじむようにデザインす
るか﹂を︑世界中のデザイナーが
競い︑さまざまなアイディアが生
まれました︒イームズは新素材や
新技術が開発されると︑それらを
デザインにうまく取り入れ︑次々
と画期的な椅子を発表していきま
した︒写真はＬＣＭ︵Ｍはメタル
フレーム︶で︑脚の部分がスチー
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博
己

登

真
正

▲下段左から廣川みはな、藤橋実叶、菊永美智、佐々
木寛奈、塚原帆乃（いずれも小学６年生）、上段左
から井野瑳月、鮎澤穂華、土屋紬、川合幸恵（いず
れも５年生）、寺山はるね（４年生）

くらし

村

下
谷

12

2020年東川産のブドウ
（セイ
ベル）で作られた赤ワインで
す。道草館をはじめ、町内各
店で昨年12月１日から販売
中！
（税込2,500円）

60

東川ワイン
キトウシ2020販売中！

った﹁神様が雪を降らせるため
の束は手前に撚りつつ︵ヨる＝
昨年 月 日︑せんとぴゅあⅠ
に作ったような地形﹂で︑世界の
で古本リサイクル市を行いました︒ ねじり合わせる︶︑３本の束同士
都市と比べて圧倒的に雪が多い
は逆巻きで編みこんでいきます︒
せんとぴゅあⅡほんの森で使わな
ことを解説︒中でも東川︵旭岳︶
﹁撚り﹂と﹁巻き﹂を逆回転にす
くなった本などを無料配布する恒
〜カムイ〜トマムなどを結ぶ﹁北
ることで︑藁が元の形に戻ろうと
例の催しです︒今回はほんの森ス
海道パウダーベルト﹂は近年世
する力が打ち消し合い︑ほどけな
タッフのほか︑東川高校ボランテ
界中で有名になっています︒パウ
い状態に︒接着剤も使わずに固定
ィア部の３人にもお手伝いいただ
ダーベルトの魅力を伝える写真
されるのはなんだか不思議 ？
きました︒来場した方は︑自分の
…ト
集﹃ HOKKAIDO POWDER BELT
﹄
趣味に合う本や子どものための絵
チ結びでヒモを縛り︑半紙で作っ
︵出版 エイチエス︶では︑窒息
本など︑会場にグルリと並んだ本
たシデ︵白タレ︶を差し込めば完
しそうなほど深い雪の中を滑走す
を吟味し︑気に入った本を見つけ
成！親子で参加された方も多く︑
る様子や観光的な要素など︑冬な
た様子︒ある場所で役目を終えた
﹁昔はこうやってしゃべりながら
らではのこの地の遊び方が紹介さ
本が︑次に必要な方のもとへと渡
みんなで作ってたのかな〜﹂と楽
れています︒ここに住む私たちは︑ っていくのは素敵なことですね︒
しみながら作業されていました︒
〝世界一の雪〟を楽しまない手は
南さんが﹁みなさんに健康にな
ないでしょう！
っていただきたい﹂という思いで
自
ら
の
手
で
一
本
し
め
縄
を
編
む
育てたお米の藁でできたしめ縄た
ち︒これで新年を迎えれば︑今年
も１年元気で過ごせそうですね︒

田

麻
紙

▲３束を１本に編み、下を切りそろえているところ。完成まであ
と少し！

【剣道】
◆第48回上川管内町村剣道大会（11月23日・比
布町体育館）
▼小学生低学年の部〔３位〕東川剣道少年団
▼小学生高学年の部〔優勝〕同上

昨年 月 日︑せんとぴゅあⅠ
で﹁初めての小さな手仕事講座〜
無農薬藁で作る 牛蒡注連︵ごぼ
うじめ︶一本しめ縄づくり﹂が開
催されました︒
︹主催 和＋ project
︑協力 東川
町︵未来チャレンジ補助金︶︺
町内で農薬も肥料も使わずに農
業を営む南直人さんの指導で︑今
年収穫した稲の藁︵わら︶を使っ
て一本しめ縄を作りました︒一本
しめ縄とは︑一般的に連想される
円環状のものではなく︑ホウキの
ような形をしたご家庭用のもの︒
藁の長さをそろえて余分な部分
︵ハカマ︶を取ったら︑縁起が良
いとされる３・５・７にちなんで
本の藁束を３組用意︒それぞれ

技能五輪とは青年技能士を育成
する大会で︑ 歳以下の若者が技
能を競います︒家具部門は図面で
示された家具を時間内に作る競技
で︑全国から 名が出場︒若手の

社協だより
温かい善意ありがとうござ
います

南

東雲

︻今月の相談員︼

馬 場

猛

日 々の生 活で困っていること︑悩
みごとをお気軽にご相談ください︒
秘 密 は 守 られま す︒事 前にご連 絡
７ ５ ０ ５ ︑随 時
ください︒︵ ☎
受付︶

﹁くらしの相談﹂

様

月 日から 月 日に社会福
祉事業にご寄付をいただいた方は
次のとおりです︒
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【サッカー】
【バレーボール】
◆JFA第27回全日本U-15フットサル選手権大会 ◆第41回道新カップ北海道小学生バレーボール
北海道大会（12月４日〜・芽室町総合体育館）
大会旭川地区予選会（10月30日〜・東川小学校
▼〔優勝〕コンサドーレ旭川
ほか）
→全国大会に進出（１月、三重県）
▼女子の部〔３位〕ひがしかわバレー少年団

21

︽ご香典の返礼にかえて︾

12

本は新たな持ち主へ

技能五輪全国大会出場︑佐藤晴南さ
ん

昨 年 月 ７ 日 ︑ TIME&STYLE
︵北町４︶の家具職人・佐藤晴南
さんが︑第 回技能五輪の北海道
大会を予選２位で通過し︑全国大
会︵同月 〜 日︑東京ビックサ
イト︶へ出場することを報告しに︑
松岡町長らを表敬訪問しました︒

報

各種大会成績
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23

37

雪に恵まれた地︑パウダーベルト

の情

昨年 月３日︑東川大雪野球
少年団の寺山珀人さん︵第一小６
年︶︑奥住銀さん︵東川小６年︶

くらし
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24

昨年 月 日︑改善センター
にて﹁パウダーベルトトークショ
ー﹂が開催されました︹主催 同
実行委員会︑協力 東川町︵未来
チャレンジ補助金︶︺︒プロスキ
ーヤーの児玉毅さん︑フォトグラ
ファーの佐藤圭さん︑町内在住の
プロスノーボーダー・中川伸也さ
んの３名が︑この地の﹁雪﹂がい
かに素晴らしいかを紹介︒﹁コロ
ナ禍で海外遠征できない間︑自然
の中で遊ぶ時間が増えた﹂と児玉
さん︒いろいろな国を見てきたか
らこそ北海道の魅力を表現できる
ことに気づき︑子どもたちにより
充実した冬の過ごし方を伝える
﹁雪育﹂を始めたそうです︒日本
は﹁寒さ・湿気・風・山﹂がそろ

ルパイプになっているタイプ︒足
の２人が少年野球の全国大会に出
と座面・背もたれの間にはゴム素
場することを報告しに︑松岡町長
材が使われているため弾力性があ
らを表敬訪問ました︒２人は 月
り︑楽に腰かけることができます︒
日に行われた北海道選抜セレク
その時代の科学技術がいかにその
ションで︑道内から集まった実力
時代の家具に反映されているか︑
ある１３０人の中から見事代表に
という一つの例ですね︒さまざま
選抜︒ 月 日からの﹁第 回西
な技術が発達した現代には︑これ
日本選抜学童軟式野球倉敷大会﹂
までと全く異なる椅子が生まれて
に出場することとなりました︒同
くるのかもしれません︒
少年団を率いる小林弘明監督︵東
１月 日㈮はエア・クッション
川小教諭︶も選抜チームのコーチ
の透明な椅子﹁ブロウチェア﹂に
として抜擢され︑２人と共に全国
ついてお話しします︒
の舞台で戦います︒奥住さんは
﹁レギュラーをとってバッティン
・・・・・・・・・・・・
グでピッチャーを援護し優勝した
い﹂︑寺山さんは﹁レギュラーの
寺山さん・奥住さん︑選抜野球で全
キャッチャーになって盗塁するラ
国へ
ンナーを刺し︑ピッチャーを楽に
してあげたい﹂と︑選抜メンバー
の合同練習でも自信を得ている様
子︒この記事が読まれる頃には結
果が出ているので︑次号で笑顔の
報告をお届けできることを期待し
ています！
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▲「雪が軽くて体にまとわりつくような環境はなかなかない」
と佐藤氏
▲左から寺山珀人さん、奥住銀さん

Higashikawa 2022.01
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▲下段左から低学年：逢坂陽大・石川圭人・大橋智
紀・大岩遊叶・平田麻陽、上段左から高学年：平田
怜央・川森幹太・倉内耀大・吉田陽和・土佐楓羽織
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