45

参加人数

組程度︵事前予約制︶

申し込み・お問い合わせ 地域子
育て支援センター☎ |５１００

﹁ももんがふれあいボランティ
ア﹂の募集
幼児センターの子どもたちと一
緒に遊びませんか？
自由遊び︑散歩や遠足︑園

庭での野外遊びなどの援助と登

内容

回町民体育祭の参加チームを募集

７月６日︵日︶に開催する第

町民体育祭の参加者募集

します︒

地域活性課から
﹁町長への手紙﹂のご意見︑ご

﹁町長への手紙﹂は 通でした︒
開催しています︒多くの皆様の参

地域の連帯感を高めるため︑毎年

スポーツを通した健康づくり︑

要望がまとまりました
平成 年度にお寄せいただいた
匿名の手紙が３割︵ 通︶を超え
ていました︒記名していた方へは
日時

加をお待ちしております︒

町民運動公園︵北町１︶

参加資格 町民︑町内の企業に勤

場所

分︵選手集合︶︑開会式午前９時

７月６日︵日︶午前８時

町長から回答いたしました︒
▼提案︵意見︶
○下水道料金の細分化○町営バ
スの運行時間改善︱などに提案が
日︵月︶

める方︑町内の専門学校在学者
締め切り ６月

ーグトップの 犠打を記録したほ
か︑6本塁打を放ってチームの今
季好スタートに弾みをつける好印
象だったことが評価ポイントにな
りました︒
町民挙げて北海道日本ハムファ
イターズを応援しようという気持
ちを込めたものです︒公式戦期間
中︑月ごとに最も印象に残る活躍
をした選手が対象︒副賞として︑
東川産米﹁ほしのゆめ﹂１年分︑
天人峡または旭岳温泉ペア宿泊券
歳の誕生日︒誕生日プレゼン

を送っています︒田中選手はこの
日

トとして町内の﹁シフォンケーキ﹂
も一緒に贈りました︒

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
幼児センターから

太陽の下︑お弁当を持ってみん

親子バス遠足

うさぎやポニーなどを見に行く

なで出かけませんか？
予定です︒お気軽にご参加くださ

６月 日︵金︶午前９時

家庭にいる親子

い︒
日時

対象
降園時の安全指導
資格・対象 子どもが好きで明る
ありました︒

くり推進室☎ |２１１１︵内

お問い合わせ 地域活性課地域づ
㈱藤田組

ふれあい牧場︵美瑛町︑雨
▼要望︵実現を望む︶
○公園の整備○交通標識の整備
4月21日に行われた工事等の入札結果をお知らせします。
お問い合わせは都市建設課公共施設管理室☎82−2111（内線237）まで

田中選手は︑2番打者としてリ

グリーンヴィレッジ宅地及び遊歩道造成工事

分〜午後１時 分ごろ
く健康な方︒﹁ももんがふれあ

○文化交流館にベビーチェア・ベ

お問い合わせは︑地域活性課地
域づくり推進室☎ |２１１１
︵内線２６１︶︒

ごみ焼却に伴う黒煙︑悪臭︑焼

ごみの焼却は違法です
却灰の飛散などの苦情が続出して
います︒ごみの野焼きも相変わら

７月６日︵日︶午前７時

〜午後７時︑開票は同日午後８

投票日

時から︑役場大会議室

農業委員会委員に小谷さんを選
農業委員会

任︵農協機関代表委員︶
農協理事の交代に伴い︑農協推
薦の農業委員会委員がこのほど︑
国木正昭氏から小谷正氏に代わり
ました︒
国木委員は平成 年５月から２

長原淳副町長︑北海道日本ハム

ました︒

指名競争入札 指名４社

松井組工建㈱

30

日からです︒

期６年間務めていただきました︒
小谷氏の選任は４月

地域の農業者代表として︑農地行
政を中心に地域農業全般に関わっ
ていただきます︒

今年のＭＩＰ賞トップバッター
は田中賢介選手へ
東川町民が選ぶ月間ＭＩＰ賞の
今シーズントップを切って︑４月
日︑札幌ドームで贈呈式があり

賞に田中賢介選手が選ばれ︑５月
場第１小会議室
立候補受付け ７月１日︵火︶午

ファイターズ東川町後援会の庄内
孝治会長が同球場を訪れました︒

指名競争入札 指名５社

㈱カワムラ
西川南団地公園暗渠排水工事

場所
いボランティア事業﹂実施要綱

ビーシートの整備︱を望む声など

をじゅん守いただける方
時間帯 幼児センター開園日の月
が多くありました︒
東川町女性連絡協議会は平成

女性連絡協議会が解散しました

線２６１︶

までの申し出による時間帯︵万

〜土曜日午前７時半〜午後７時
▼苦情︵不満︶
年４月に婦人会連絡協議会から組
織替えを行って設立しましたが︑
治振興会で対応できることから︑

協議会の活動や事業を町内の各自

○文化交流館蔵書のバーコード

ちが雑草に足を取られたりしない
ように︑園内に伸び始めていた草
をていねいに抜きました︒地区の
皆さんから大変喜ばれています︒
今後とも適正な管理に努めてま

ありがとうございました︒
いります︒

都市建設課公共施設管理室

町営バスの一部運休
町営バス北忠別線の第６便︵道
草館前 時 分発︶は︑６月１日
︵日︶から９月 日︵火︶までの
間運休いたします︒

選挙管理委員会事務局

農業委員会委員の選挙を行いま
す
７月 日で任期満了となる東川
町 農 業 委 員 会 委 員 選 挙 ︵定 数 ８ 人︶
が同月６日︵日︶に行われます︒
立候補届出の人数が委員の定数を
超えない時は︑投票を行わないこ
とになります︒日程は次のとおり
です︒
立候補予定者説明会 ６月 日

︵金︶午後１時半︑役場大会議

日︵金︶午前９時〜正午︑役

立候補届出書類の事前審査 ６月

室

たので︑お知らせいたします︒

協議会を解散することになりまし

質問がありました︒

管理○新まちづくり計画︱などに

▼質問・その他

りました︒

る雪の堆積︱に関する苦情などがあ

○野焼き○ごみ収集○除雪車によ

一の事故に備えて社会福祉協議
会ボランティア登録をお願いし
ます︒保険の加入費２６０円を
ご負担ください︶
施設見学と幼児センタ

ーの概要講習︵７月２日︵水︶

事前講習

６月２日︵月︶〜同月

午前 時から２時間程度︶
受け付け
おおむね 人

日︵土︶
定員
備え付けの申込書にご

記入の上︑幼児センターにご提

申し込み
出ください︒
お問い合わせ 幼児センター☎
|３４００︵伊藤まで︶

１１︵内線３１１︶

養護学校生が公園清掃のボラン
ティア
都市建設課公共施設管理室

道立東川養護学校︵松下高広校
長︶に通う中学生以上高等部まで
の生徒が︑５月 日から 日まで
︶で雑

の間︑学校近くにある新栄団地の
第３次遊園地︵西 号北

草取りと清掃作業のボランティア
をしました︒
生徒たちは︑毎年学校周辺や近
くの公園の除草・清掃作業︑旭川
市内の授産施設まで出かけて軽作
業などを行っています︒高等部の
生徒は︑東川高校ボランティア部
の生徒と一緒に︑毎年除雪やお寺
の清掃ボランティアもしていると
いうことです︒

前８時半〜午後５時︑役場大会
議室

指名競争入札 指名５社
まちづくり交付金地域創造支援事業賃貸事務所建設工事

82

公園の草取り作業に参加したの

指名競争入札 指名３社
㈲まるイ ﾉｻﾞﾜ物産

天時は町内ドライブ︵西部コミ
ュニティセンター︶︶
組程度︵１日から予約受

け付けをします︒先着順︶

人数

敷物︑飲み物

持ち物 着替え︑帽子︑お弁当︑

て支援センター☎ |５１００

申込み・お問い合わせ 地域子育

﹁救急講習﹂のお知らせ
夏に多い乳幼児の事故などへの
応急手当︑ＡＥＤ︵自動体外式除
細動器︶を使った救急心肺蘇生の
実技講習を開きます︒
零歳児以上のお子さんをお

持ちのお母さん

82

15

は中学部９人︒公園で遊ぶ子供た

指名競争入札 指名６社
㈱富居建築設計
公園芝刈等管理業務

1,428,000
2,688,000
18,375,000
2,047,500
55,125,000
西部地区コミュニティセンター増築工事実施設計業務

契約方法等
請負価格
（税込み、
円）
請負業者
等
名

16

82

82

対象
6月６日︵金︶午前 時〜

時半

日時
夏に多い事故への対処と実

技講習

内容
幼児センター内子育て支援

センタープレイルーム

場所

ず少なくありません︒ドラム缶や
簡易焼却炉を使ったごみ焼却や︑
いわゆる野焼きによるごみの焼却
は違法行為です︒
その理由は︑焼却の時に人体に
有害な物質︑ダイオキシンが発生
合法と認められているのは︑農

するためです︒
林業を営むために必要な稲わらの
焼却ですが︑この場合︑家庭から
出た一般ごみやプラスチック製品
類を一緒に焼却することは出来ま
違反した場合︑５年以下の懲役

せん︒
または１千万円以下の罰金を科せ
られます︒
近年︑地球規模で問題になって
いる地球温暖化ガス︑二酸化炭素
を少しでも出さない︑周りに住む
人︑自分の生活環境や健康を守る
ため︑ごみの野焼きは絶対止めま
しょう︒
お問い合わせは︑地域活性課地
域づくり推進室☎ |２１１１
︵内線２６２︶︒

議会事務局

町議会第２回定例会の開会
第２回東川町議会定例会は６月
日午前９時半から会期2日間の
一般会計等の補正予算審議︑一

日程で開会します︒
般質問が予定されています︒お問
い合わせは議会事務局☎ |２１

計
合

事
工

13

質問その他

Higashikawa 2008 June
2008 June

19 Higashikawa

入札及び工事・業務発注結果のお知らせ
27

情

30
17
こたに ただし

苦
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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