く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
観の向上のため花の植栽︑道路の
草刈り実施︑ごみの巡回清掃︶︱
今後も地区が主体となって農村

です︒
環境整備を進めることにしていま

１次試験︶から各職種ごとに順次

券電子化の実施前までに名義の書

証券決済制度改革推進センター☎

ま

03|３６６７|４５００︵平日

お問い合わせは日本証券業協会

き換えが必要です︒

種︵国家公務員採用Ⅰ種︑同Ⅱ種︑

試験区分は①大学卒業等程度６

実施します︒

国税専門官採用︑労働基準監督官
午前９時から午後５時︶

第

めていました︒それが少し早まっ

今年店を閉めることは以前から決

回協会結成バレーボール大

した︒その感謝を込めての寄付と

採用︑法務教官採用︑航空管制官
採用︶②高校卒業程度︵国家公務
員採用Ⅲ種︑刑務官採用︑入国警

会を開催します

保安大学校学生︑海上保安学校学
た︒店舗を借りたいという人がい

都市建設課

を講師に﹁イースターの料理﹂

ングナムさん︵イギリス在住︶

ス料理︑第2回はギャビー・イ

事︑庭の手入れや清掃・除草︑機

日時 ３月 日︵日︶午前９時
︵開会式︶︵主将会議は同８時
分︶
場所 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター
体育館
対象 一般男女︵中学生以上︶
人制リーグ戦

試合方式・チーム編成 男女別６

随時︒町内在住のママさん

なら年齢は問いません︵お子さ

入会

ん連れでも可︶
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診療所が禁煙になります
町立診療所

となります︒これに伴って待合室

4月から町立診療所が全館禁煙
の喫煙ブースは撤去となります︒
|２１０１へ︒ す︒

国の教育ローンご案内
いうことです︒﹁満 歳を機に︑

生採用︵特別︶︑海上保安学校学
れば活用してもらいたい﹂と話し

備官採用︑皇宮護衛官採用︑航空

高校︑大学︑専門学校などに入
生採用︑海上保安大学校学生採用︑

国民生活金融公庫旭川支店

学︑在学中のお子さまをお持ちの
気象大学校学生採用︶︱︒
◇
日︑写真の町事業のため
日︵金︶まで

東川町バレーボール協会事務局

申し込み ３月
︵役場企画総務課︑大角︶
参加料 １チーム３千円︵学生２
千円︶

ママさんバレーボールの新メン
ママさんバレーボール︑チーム

バー募集
﹁ひがしかわ﹂では新メンバーを
学可︒毎週火︑金の午後７時から︑

場会社の株券が電子化されます︒
は無効になり︑株主の権利は証券

東川町Ｂ＆Ｇ海洋センターで活動

募集します︒練習などいつでも見

会社などの金融機関の講座で電子

電子化に伴って上場会社の株券

２００９︵平成 ︶年１月︑上

改革推進センター

日本証券業協会証券決済制度

株券が電子化されます

ことにしました︒

立て︑青少年育成事業に役立てる

町では写真の町文化基金に積み

から多額の現金寄付がありました︒

に︑匿︵とく︶名希望の町民の方

2月

ています︒

保護者の方は︑国民生活金融公庫
受験受け付け︑試験日は︑職種
によって４月１日から順次︵受験
案内資料の配布開始日は２月１日
お問い合わせは北海道事務局☎

から各職種によって順次︶︒
０１１|２４１|１２４８または

年以内

２００万円︵１人に

の教育ローンをご利用いただけま
す︒
融資限度額
ついて︶

日現在︑ボーナス月増額返

年２・２％︵２００８年2

返済期間
月

寄付

まで︒
o.htm

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiy

人事院ホームページＵＲＬ・

利率
済可︶
据え置き期間 在学期間以内で元
︵財︶教育資金融資保証基

利の支払い据え置き可能
保証
金の保証または連帯保証人1人

飲食店﹁菊善﹂閉店を機に写真
の町事業に寄付
２月 日︑西区の菊地忠治さん

的に管理されます︒
ていない場合は︑株主としての権

屋根の雪︑氷︑つららは︑気温

械草刈り︑宛名書きなど︑日常作

しています︒

ったお礼に﹂と町に多額の現金を

今年1月末で閉店した南町１の
利を失う場合がありますので︑株

お手元の株券が本人名義になっ

飲食店﹁菊善﹂を長年経営してき

文化基金に積み立てました︒

寄付されました︒町では写真の町

︵ ︶が役場を訪れ﹁お世話にな

22

お問い合わせは☎

農業︑農村景観を守る環境保全
向上対策を実施
第一︑
第二︑
東部︑
西部各地区環境保全会

地域の農業施設保全や良好な農
年度から農

村環境の形成を推進していくこと
を狙いとして︑平成

以上

水省の﹁農地・水・環境保全向上
対策﹂事業が始まっています︵５

国家公務員の募集採用試験ご案

４１

旭川支店融資相談係☎ |５２

お問い合わせ 国民生活金融公庫

カ年︶︒本町では第一︑第二︑東
部︑西部の各地区で環境保全会が
発足︒環境保全事業を行いました︒
初年度の主な事業概要は①田ん
向上させることを目的とした排水

ぼダムの実現︵水田の貯水機能を
調整可能な落ち口管設置︶②水質

内
人事院

験を５月４日︵国家公務員Ⅰ種第

平成 年度の国家公務員採用試

③景観形成のための植栽︵農村景

内容 第1回は大久保ゆかりさん

が上昇したとき︑特に気温が氷点
お問い合わせ 好蔵寺住職︑両瀬

①早めに屋根の雪下ろし︑氷の

業のちょっとしたお手伝いに役立

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

監督の東方さん☎

下３度からセ氏３度くらいになっ

除去を行う②建物の壁面︑窓︑看

っています︒新年度に当たって︑

今月広報綴じ込みの
「ひがしかワッ
！
！」参加申込用
紙に必要事項を記入してお申し込みください。

検査︵肥料︑農薬の使用が地下水

23

60

友人や知人と、交流できるインターネット上の広場が
「ひがしかワッ
！
！」
です。
・参加者には東川町で行われるイベントやお得な情報が
提供されます。
・参加者には災害時には災害情報が提供されます。
・趣味やサークルの連絡、
コミュニケーション手段とし
て利用出来ます。

お問い合わせ

たときに落ちやすくなります︒雪

板などを点検し︑付着した雪や氷

新たにお仕事を頼める新会員を募

■ひがしかワッ
！
！って？

︵スイス在住︶を講師に南スイ

㈱東川振興公社

解けに向かうこの時期︑屋根に積

高齢者事業団の登録会員を募集
東川町高齢者事業団

パークゴルフ場ご利用の際︑町
は取り除く③危険な軒下は歩かな

付けが３月

14

18

『ひがしかワッ ! ! 』参加者募集 !

落氷雪による事故にご注意くだ

町内パークゴルフ場の今季のシ
もった雪︑氷︑つららが落ち︑人

します

さい

ーズン券︑町民利用カードの受け
身事故につながる恐れが高まりま

民の方は新年度から町民利用カー
い④落氷雪により危害を与える恐

高齢者事業団は︑簡単な大工仕

ドの提示が必要になりますので︑

集します︒特に要望が多い農作業

お仕事をしていただきます︒
お問い合わせ︑申し込みは︑事
業団事務局︵いきいきセンター内︶
☎ |５００６︑または藤田さん
☎０９０|９０８０|１６３０ま
で︒

東川町企画総務課政策室 政策係 担当：矢ノ目俊之
☎0166-82-2111（内線227）
※ご不明な点など質問がございましたらお問い合わせください。

|４１３２︵午後６時以降︶

日︑キトウシ森林公
す︒事故を防ぐため︑次のことに

パークゴルフ場の営業期間が決

園管理事務所で始まります︒営業

まりました

時間は︑キトウシ︑親水河川の両
ご注意ください︒

さん☎ |２６５５

コースともに午前８時から午後６

町民利用カードご希望の方はお申

れがあるときは雪止めを設置する

すでに退職された方︑ 歳以上

意欲の旺盛な方を歓迎します︒

︵草刈りが出来る方︶など︑働く

︱︒
屋根から大量の雪が落ちたとき

し込みください︒無料です︵ただ

は︑事故がないかどうか直ちに確

し町民の証明となるものを提示す
ることが出来る場合はその限りで

で健康のために体を動かし続けた

はない︶︒詳細は別途お知らせい

い︑生きがいを見つけたいなどと

が遊んでいるのを見かけたら危険
性を注意し︑事故防止に努めまし
ょう︒

東川町国際文化交流協会

３月１︑ 日午前 時から

いう方に︑自分の能力を生かした

かめ︑歩行者の支障とならないよ

日︵日︶︵新年度から

落氷雪の恐れがある軒下で子供

う速やかに除雪しましょう︒

月

４月５日︵土︶

▼キトウシパークゴルフ場

60

時︑定休日なし︒

82

たします︒

〜

営業期間︵予定︶
１コース増設して５コース︵公

日時

農村環境改善センター

︵いずれも︶
場所

■参加方法は？

に影響を与えていないかを調査︶

13

45

「ひがしかワッ
！
！」
は、
インターネットが利用出来
るパソコンや携帯があれば簡単に利用出来ます。

59

82

認︶で営業します︶
▼親水河川パークゴルフ場
日︵日︶︵４コース

営業期間︵予定︶ ４月１日︵火︶ 世界の料理教室を開きます
月

|２６３２まで︒

お問い合わせは東川振興公社

︵公認︶で営業します︶

〜

☎

10

５００円︵材料実費︶

■どうやって使うの？

23

21

10

82

19

12

20

料金

15
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【お問い合わせ】

82

11

11

82

