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︵南町３︶ ▼団体 村田機械株
㈱︵京都府伏見区︑村田純一代表
取締役会長︶︑㈱大林組︵東京都
港区︑蓮輪賢治代表取締役社長︶︑
北浜グローバル経営㈱︵大阪府大
阪市︑前井宏之代表取締役︶︑浅
海電気㈱︵大阪府大阪市︑早坂稔
代表取締役社長︶︑竹村コーポレ
ーション㈱︵東京都新宿区︑今福
浩之代表取締役社長︶︑㈱山一商
事︵東京都港区︑松本大輔代表取
締役︶︑㈱内田洋行︵東京都中央
区︑大久保昇代表取締役︶︑ソリ
ッド㈱︵大阪市中央区︑徳岡太郎
代表取締役︶︑㈱バリュークリエ
イト︵東京都中央区︑佐藤明代表
取締役︶
あわせて︑町職員として長年勤
務した竹部修司氏︑山方由美子氏︑
中山善敬氏を永年勤続表彰しまし
た︒

料金 ３００円︵町民１日料金︶

東小・木村智美教諭︑上川管内教育

実践表彰を受賞

３月９日︑上川局教育局・河
野秀平局長が東川小学校を訪れ︑
木村智美教諭に表彰状の授与が
行われました︒この表彰は上川管
内の学校教育・社会教育分野で優
れた実践活動に取り組む団体・個
人に贈られるものです︒令和３年
度は４団体２個人が選ばれ︑木
村教諭は学校教育の個人部門で
﹃文科省研究開発学校指定新教科
﹁ Globe
﹂創設における教育課程
の研究開発において︑優れた実践
活動に取り組み︑管内教育の向上
に大きく寄与した﹄として受賞さ
れました︒

南町 １丁目団地が北の地域住宅賞
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北の地域住宅賞は︑道と市町村
などで構成する北海道地域住宅協
議会が︑公的賃貸住宅団地の整備
や改善︑地域性に応じた住宅施策
の取り組みを表彰するものです︒
今回︑南町１丁目団地が﹁公営住
宅と一般住宅が緑化協定のもとで

知事賞を受賞
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統一感あ
る街並み
を形成し
ている﹂
﹁児童遊
園が子ど
もや親の
交流の場
を創出し
ている﹂
などと評
価され︑
最高位である北海道知事賞に選ば
れました︒東川町としては２０１
６︵平成 ︶年の清流団地︵西町
３︶に続いての受賞となりました︒
これからも住みよい町を目指した
整備を継続していきます︒
小岩組より多額の寄付

２月 日︑㈱小岩組︵東町４︑
小岩昭市代表取締役︶より町に多
額の寄付をいただきました︒観光
振興事業に充てさせていただきま
す︒大変ありがとうございます︒
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町内団体から

▼大雪遊水公園ＰＧ場
東川子育て応援サロン くらしの森
場所 東８号北１番地
子育て︑１人で頑張りすぎてい
営業 ５月１日㈰〜 月 日㈪の
ませんか？子育ての悩みや頑張り
日の出〜日没まで
を共有しながら︑一緒に子育てを
料金 １００円︵協力金︶
楽しみ︑成長し合える日々を応援
◆問合せ キトウシＰＧ場受付
するサロンです︒︵ あり︶
☎
日 時 毎 週 第 １㈬ ・ 第 ３ ㈪ 午 前
５００１
時〜正午
場所 改善センター 和室
剣道少年団 団員募集
参加料 無料︵申込不要︶
剣道は︑生活に必要な﹃礼儀・
問合せ くらしの森︵大雪山自然
心・体﹄を養うことができます︒
学校︶ ☎
運動が苦手でも大丈夫︒防具は貸
６５００
出可能︒体験や見学も大歓迎！
対象年齢 小学生〜中学生
初
め
ての小さな手仕事講座
稽古日 ㈫㈮午後６時半〜同８時
糸島二見ヶ浦で栽培したオーガ
半︑㈯午前８時半〜同 時半
ニックひょうたんを使って︑世界
稽古場所 東川錬成館︵せんとぴ
に一つだけのランプを作ります︒
ゅあⅠ横︶
講師 龍石修︵迦陵頻伽︶
会費 入会費千円︑年会費３千円
日時 ４月 日㈯午前 時〜正午
問合せ 役場内 ☎内線 １１１
場所 地域交流センターゆめりん
対象 幼児〜大人︵定員 名︶
︵担当 高木︶
参加料 ３千〜８千円︵材料費︶
申込先 和＋ project
詩人アーサー・ビナード﹁今を語る﹂
年前に日本に来てから︑文
Ｅメール info@sampomichi.jp
学・落語・俳句と日本文化にもく
その他 迦陵頻伽の﹁糸掛け曼荼
わしいビナードさんが︑コロナ禍
羅﹂ワークショップ︵４月 日
の中の熱い想いを直球で語ります︒
㈰午前 時〜︶もあります︒ご
日時 ４月 日㈰午後１時半〜
興味のある方はメールでお問合
場所 せんとぴゅあⅠ コミュニ
せください︒
ティホール
定員
名︵町民限定︑先着順︶
参加料 １０００円︵要申込︶
30

パークゴルフ場オープン！

今年度は次の通り営業予定です︒
親水河川ＰＧ場とキトウシＰ
Ｇ場で利用可能な町民シーズン券
︵５千円︶も５月末まで販売中︒
定
※休日はコース整備を行います
︵祝日の場合は翌日に繰り下げ︶︒
コース状況等により変更の場合が
ありますのでご了承ください︒
▼親水河川公園ＰＧ場
場所 西町忠別川河川敷公園内
営業 ①４月 日㈮〜４月 日㈭
午前８時〜午後５時 ②４月
日㈮㊗〜８月 日㈬ 午
…前８時
〜午後６時 ③９月１日㈭〜
日㈭ 午
…前８時〜午後５時半
④９月 日㈮〜９月 日㈮ 午
…
前８時〜午後５時 ⑤ 月１日
㈯〜 月 日㈯ 午
…前９時〜午
後４時半 ⑥ 月 日㈰〜 月
日㈪ 午
…前９時〜午後４時
受
※付は終了１時間半前まで
定休 毎月第一㈪︵５月は６日㈮︶
料金 ２００円︵町民１日料金︶
▼キトウシＰＧ場
場所 西５号北 番地
営業 ①４月 日㈮㊗〜８月 日
㈬ 午
…前８時〜午後６時
以降③〜⑥と受付終了時間は親
水河川公園ＰＧ場と同じ
28
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https://dotoretomisi.themedia.jp/ 定休 毎月第三㈪︵８月は 日㈪︶ 申込先 叢舎︵くさむらや︶
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ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りの審査員
を募集

第 回祭の市民審査員を募集し
ます︒﹁感動﹂が審査基準なので︑
技術や知識は必要ありません︒
日程 ６月 日㈯午前９時半〜午
後７時︑ 日㈰午前９時半〜午
後 時の中で３〜４時間
場所 札幌市中央区大通公園周辺
対象 中学生以上
申込締切 ４月 日㈯必着
申込方法 公式 に入力／応募用
紙︵道草館に配置︶を℻か郵送
問合せ・申込先 同実行委員会
☎０１１ ２３１ ４３５１
〒０６０ ０００１ 札幌市
中央区北１条西２丁目北海道経
済センター４Ｆ ＹＯＳＡＫＯ
Ｉソーラン祭り実行委員会

https://www.yosakoi-soran.jp/

ニュース
５人と９団体を善行表彰

３月 日︑第１回町議会議場に
て︑町表彰条例に基づき町に多大
な寄付をいただいた次のみなさま
を善行表彰しました︒
▼個人 村田純一さん︵京都府京
都市︶︑横山正さん︵札幌市︶︑
上森繁さん︵旭川市︶︑佐々木彰
郎さん︵南町２︶︑富居茂さん

10

くらし
時半〜同２時半
クロカンスピリッツ出場者募集中！
参加料 無料︵要予約︶
クロスカントリースキーの聖地
ともいえる旭岳クロカンコースで︑ ▼ Sunday classic
今年もスプリントレースを開催︒
内容 北海道に縁ある若手実力派
プロによる講習会でレベルアップ
演奏家によるクラシック演奏︒
し︑チカラ試ししてみよう！シー
演奏 永井彩澄︵フルート︶︑安
ズンの締めくくりに︑旭岳クロカ
藤有佳︵ピアノ︶
ンコースにみんな集まれ！
日時 ４月 日㈰ ①親子で楽し
︹後援 東川町︑町教委ほか︺
むクラシック 午前 時半〜同
講師 古澤緑氏︵ソルトレーク五
時半 ②あなたと楽しむクラ
輪出場︶︑小林朔太郎氏︵ノル
シック 午後３時半〜同５時
ディックコンバインドＵ ︶
︵いずれも要予約︶
日時 ４月 日㈯午前８時半〜受
入場料 ①無料︵町民限定︶
付︑同９時半〜講習会︑同 時
②町民無料／一般１５００円
半〜レース︵フリー走法︶
▼定期コンサート 音の森 vol.31
場所 旭岳クロカンコース
内容 照明や映像︑香りや季節の
対象 小中学生︵スポーツ保険加
演出と︑多彩なゲストによる本
入必須︶
格的なコンサート︒
参加料 ５００円︵当日集金︶
日時 ４月 日㈰午後５時〜同７
申込方法 メールを送信←返信に
時
Ｗ
※ＥＢ同時配信︵有料︶
添付の申込用紙をＷＥＢ提出
入場料 一般３０００円︑学生２
０００円︑中学生以下無料
crosscountryspirits@gmail.com
▼夜音茶論 KANADE NIGHT
申込締切 ４月 日㈮
問合せ
cross country spirits in 内容 どなたでもＯＫの無料開放
日︒演奏をしたり聴いたり︑お
実行委員会
HIGASHIKAWA
仕事︑読書など過ごし方は自由︒
︵協力 旭岳ビジターセンター︶
日時 ４月 日㈭午後６時〜同９
時︵予約不要︶
音楽で元気になろう♬
◆共通事項
会場 小西健二音楽堂
問合せ・予約 ドートレトミシー
☎
７２７４︑予約フォーム

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︑音楽で元気になろう！
▼楽しく健康 うたごえ喫茶
内容 生演奏で元気に歌おう！
日時 ４月 日㈭・ 日㈭午後１
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▲左から木村教諭、河野局長
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▲申込フォーム
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Higashikawa 2022.04

Higashikawa 2022.04
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①片ひざ立ちになり、手を前の足の
横に置く。お尻を後ろに引きなが
ら上体を前に倒し、深呼吸を２回
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太ももの後ろの 腰痛に悩まれている方、太ももの後ろに張りや股関節の動きにくさを感じる方にオススメ！
【ポイント】ストレッチは心地良いと感じる程度で行う
ストレッチ
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くらし

▲小岩昭市氏（写真右）

②前足の方にひねり、同じく上体
を前に倒して深呼吸２回
③前足とは反対側にひねり、同じ
く上体を前に倒して深呼吸２回

▲左手前から佐々木彰郎さん、富居茂さん、左奥から松本大輔さ
ん（山一商事）、細井清さん（内田洋行北海道事業部長）、上森
浩史さん（上森繁さん代理）。このほかの皆様へは後日伝達。
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