社会教育

芸術文化招へい委員会よりお知らせ
TEL.82-3200

東川町生涯学習ネットワーク事業

町教委では、
この「情報ネットワーク」
を通して、町民の方々が生涯学習を
進めていくための学習、研修、健康づ
くりに関する情報を提供しています。
また、町民の皆さまの希望や意見を
伝えるページとしても活用したいと考
えています。こんなサークルを作りた
い、
また参加してみたい、
こんな学習
資料、指導者の情報を提供してほし
い。こんな事業を計画してほしいなど、
広く取り上げていきたいと思いますの
で、
どしどしご意見・ご希望をお寄せく
ださい。
連絡先／右記の各施設担当までお
願いします。

「みんなでつくるあったか」標語
（平成１５年度入選作品）
入

選 小学生の部

ゆずり合う やさしい心 わすれずに
（第２小 ２年

谷川

この事業は、生涯学習時代における町民皆さんの自主的な学習を奨励し、
支援するものです。
興味をお持ちの方は、
お友達お誘い合わせのうえ、
多数応募されますようご
案内いたします。
＝マイプラン・マイスタディ講座（自主学級）＝
◎開催要領
☆学習希望者が仲間（５名以上）
を募り、
開設申請書（学習計画書を含む）
を
教育委員会に提出すると開催できます。
☆開設期間は、
平成１６年４月１日〜平成１７年３月３１日までとします。
☆学習分野は、趣味娯楽、家庭生活、文化教養、健康づくり、
スポーツなどの
分野とします。できるだけ皆さんの希望に沿えるように努めますが、万が一
適当な講師が見つからず、
講座が開催できない場合はご了承ください。
☆会場は、町公共施設をご利用ください。
（学習分野によっては、町外施設も
使用可）
☆対象は、
一般町民とします。
（町内在住または、
勤務する者）
◎経
費
☆１講座１回１人５００円です。計画回数分を申込みの時に一括納入願います。
都合で欠席されても参加料は返却できませんのでご了承ください。
☆講師謝金は、
１講座５回を限度に教育委員会で負担しますが、
材料等個人
に係る経費は自己負担となります。
◎申 込 先
☆教育委員会社会教育課（@８２−３２００）へ、
開設申請書を提出してください。
☆学習要望等に対する相談にも応じます。
◎講座項目〔主なもの〕
１.陶芸 ２.英会話 ３.押し花 ４.写真 ５.クラフト ６.染め物
７.編物 ８.絵画 ９.着つけ １０.書道 １１.和裁 １２.切り絵 １３.パソコン
１４.太極拳 １５.卓球 １６.スキー １７.テニポン １８.パンづくり他

綾音）

7 月の教育相談
相談日 ２１日（水）
時 間 午前１０時〜午後４時
相談要領 電話相談（来室可）
専用電話 @８２−４２２５

子育てネット「たんぽぽ」７月のお知らせ
対 象 町内に住んでいる新生児〜就園前の親子ならどなたでも
（会員随時募集中です。）
《テーマ１》キトウシ森林公園 ジャブジャブ池で遊ぼう
と き ７月８日∫ 午前１０時３０分〜各自自由
ところ キトウシ森林公園 ジャブジャブ池
持ち物 お弁当、レジャーシート、着替え、各自必要な物
申込み 不要（雨天中止）
《テーマ２》キトウシ森林公園で焼き肉パーティー
と き ７月２２日∫ 午前１０時３０分〜
ところ キトウシ森林公園 駐車場に集合
持ち物 おにぎり、飲み物、レジャーシート、着替え、各自必要なもの
参加料 ５００円（親子で）焼き肉の代金に使います。
申込み 不要（雨天中止）
問い合わせ先 役場保健福祉課 保健師まで
（@８２−２１１１）

芸術文化招へい委員会は、８月
２１日º農村環境改善センターに
おいて、札幌・新音楽集団 群 ＆
琴友会の琴演奏会を実施する予定
です。
このグループは、永年の幅広い
演奏活動が認められ、札幌市民芸
術賞や北海道文化賞など数々の輝
かしい賞を受賞されていますが、
この度、ＮＨＫ−ＦＭの「邦楽の
ひととき」に出演・演奏すること
になりましたので、多くの方に鑑
賞していただきたくお知らせしま
す。
放送日時 ７月１２日∑午前１１時から
番組名称 ＮＨＫ−ＦＭ邦楽のひ
ととき
演奏曲目 さむしろ（在原勾当作曲）
演奏者 唄・三絃：佐薙岡豊（佐
薙のり子）／筝：大畑豊梢（馬場こ
ずえ）／尺八・馬場雅道（馬場 俊）
お問い合わせ 社会教育課@８２−
３２００

海洋センター
TEL.82-4600

第１３回東川町ミニバレー協会長杯
ミニバレー大会を開催
東川町ミニバレー協会ではミニ
バレーを通した体力の維持、増進、
と相互の親睦と交流を目的に標記
大会を開催します。
期
日 ８月１日∂受付・午前
９時１５分／開会式・午前９時３０分
／試合開始・午前９時４５分
会
場 Ｂ＆Ｇ海洋センター
参加資格 ミニバレー愛好者
種
目
∏混成の部 A４０歳未満／B
４０歳以上／C５０歳以上
π女子の部
チーム編成 １チーム６名以内とし、
大会当日の満年齢とします。
審判員 各 チ ー ム の 相 互 審 判 と

します。
試合方法 全日本ミニバレー協会
『オフィシャルルール』により行
います。
表
彰 各部門ごとに１位から
３位まで表彰いたします。
参加料 １人１,０００円
申込み 申込用紙により平成１６
年７月８日∫必着で参加料を添え
てお申込みください。
申込先 事務局 東川町西町８丁
目２−７早坂秀樹 @８２−４６１
８／ＦＡＸ８２−４６２１
その他
∏弁当を１個６００円にて斡旋い
たします。ご希望の方は参加申込
用紙によりお申し込みください。
π移動中の事故及び競技中の事
故について、主催者側では一切責
任を負いませんので、参加者はス
ポーツ傷害保険等に加入してくだ
さい。
∫その他申し込みに関すること
等は、事務局までお問い合わせく
ださい。

パークゴルフ全町選手権大会を
開催します。
ＮＰＯ国際パークゴルフ協会加
盟ひがしかわパークゴルフクラブ
では下記の日程により全町選手権
大会を開催します。平成１６年度会
員の皆様をはじめ一般の方の参加
者を募集します。
日
時 ８月１日∂午前８時
場
所 忠別川親水河川公園
参加費 会員４００円
一般５００円
（シーズン券をお持ちでない方は
コース料を各自負担ください）
参加資格 ひがしかわパークゴル
フクラブ会員および東川在住者で
一般愛好者
開催要綱 ２７ホールストローク
プレーで行います。
ルール 国際パークゴルフ協会規
則に準じる。
賞
品 男性１〜５位、女性１

〜３位、ラッキー賞、ホールイン
ワン賞、ニアピン賞、ブービー賞、
敢闘賞
申込み ク ラ ブ 会 員 は 各 班 長 へ
一般の方は川島@８２−２０４３または、
泉@８２−２６４８または佐藤@８２−２９
２９へ
締め切りは７月２５日∂です。よろし
くお願いします。

文化ギャラリー
TEL.82-4700

展示のご案内

入山恵津子絵画展より「大雪山旭岳」

●清水公代写真展「無常無我」
７月１４日πまで
●慰霊祭協賛作品展
７月３日º〜７月９日ª
●写真のまちの子どもたち写真展
ｐａｒｔ２
７月６日∏〜７月２２日∫
●入山恵津子絵画展
７月１０日º〜７月２２日∫
●インデイペンデンス展
７月３０日ª〜８月２９日∂
●東川賞受賞作家作品展
７月３０日ª〜９月８日π
〈休館のお知らせ〉
７月２３日ª〜２９日∫まで、東川
賞受賞作家作品等の展示準備作業
のため休館いたします。

