㌧︶︒なん

と収集車約７台分になります︵昨

１６８万１千枚︵約

しょう︒極端に早いペースで油

■日ごろから油の残量を確認しま
年３月末現在の人口で換算︶︒

1年間に1人２２０枚︑日本全体

都市建設課から
おいしい水給水施設整備事業補
助金をご存知ですか？

福祉バスの運行︑除雪運転業務

臨時職員を募集します

日︵木︶までにお申し込

の臨時職員を募集します︒希望者
は７月
採用予定 １人

みください︒

ただくため﹁おいしい水のまち﹂

安心・安全な生活用水を得てい

たいない話だと思いませんか？
資格・条件

建設機械運転技能講習修了者で

ます︶︑大型特殊免許︑車両系

２種免許をお持ちの方は考慮し

大型１種免許︵大型

のまちづくり支援をしています︒
査やボーリング費用の一部を助成

新たな井戸掘削工事に伴う水質検
します︒どうぞご利用ください︒

へ
地球温暖化ガス︵二酸化炭素︶が
歳以下︵期間は９月１日

町内在住者または在住予定者
年齢
から平成

町民が所有する生活用の既存井

︻対象事業︼

だし業務は次年度以降も有り︶

トル以上の井戸を設置する場合の

７時間

本年度は 日︶
月額

分︵有給休暇

万2千６００円

履歴書︑運転免許証︑

了証︵写し︶
|２１１１︵内線２３７︶

お問い合わせ

公共施設管理室☎

車両系建設機械運転技能講習修

提出書類

用保険の適用あり

︵手当てあり︶︑社会保険︑雇

賃金等

日まで︒た

戸で︑水質が飲用基準に適合しな

井戸本体の工事︒または井戸水の

年３月

くなったもの︑または水枯れを起

一度使ったレジ袋を持参する︑簡
水質検査をする場合︒

万円

勤務時間

ものを動物や魚が飲み込んで死に
メー

易包装商品や再生品を購入すなど︑

こしたもので︑新たに深さ

石油資源節約だけではなく︑環境

万

万

︻補助額︼
①井戸を設置する経費のうち
円を超えた額の２分の１︵
円を上限︶︒
戸を設置する経費のうち
万円

②再度井戸工事を行う場合は︑井
を超えた額の３分の２︵
を上限︶︒

う場合︑１回に限り経費の２分

定した水質検査項目で検査を行

営バスの臨時便を運行します︒ど

って︑花火終了時間に合わせて町

い祭りの夜間花火大会の開催に伴

８月２日︵土︶の東川どんとこ

町営バス臨時便を運行します

の１

③既存の生活用水用井戸で町が指

自ら駆除する場合のハチ駆除用防

町ではハチ駆除業者の紹介と︑
護服を無料で貸し出しています︒

出発時間 花火終了の 分後

うぞご利用ください︒

|２

出発場所 役場正面玄関前
東忠別︑北忠別︑東雲上キ

１１１︵内線２３５︶

ずれもセンターへ☎ |５１００

子育て中のお母さん︑体を動か

﹁子育て講座﹂

路線

大雪山自然観察講座の参加者を
募集します

しくはまちづくり推進室☎

詳細は︑東川町ホームページも

日まで５

環境省東川自然保護官事務所︑

〜

回旭川家具産地展で同時展示

☎ |２１１１︵内線２６２︶︒

お問い合わせは地域づくり推進室

ます︒

るかご自分で駆除する必要があり

ハチ駆除は︑専門の業者へ委託す

に活動する季節です︒私有地内の

夏から秋にかけてはハチが活発

ます

ハチ駆除用の防護服を貸し出し

に配慮した生活へ変えましょう︒

マイバックやマイバスケット︑

到る問題も起きています︒

ません︒山や川︑海に捨てられた

発生し︑埋めても腐ることがあり

レジ袋をごみとして焼却すると︑

▼環境にやさしいライフスタイル

ててしまうのでは︑あまりにもっ

たった一度物を運んだだけで捨

が減少するような場合には︑漏
れている可能性があります︒
万一油を流出させてしまった場
合には︑被害を最小限に食い止め

もっくるニュース

重油など燃料のほか︑ナフサから

では約２８０億枚のレジ袋が使わ

第

大雪山の自然を記録する会など主

〜

日︑東京

月

して日ごろのストレスを発散しま

でも

場所

７月４日︵金︶午前

時〜

組程度︵事前に予約が必

日︵金︶午前

時〜

零歳児のお子さんとお母さ
７月

赤ちゃん体操︑親子遊び︑

幼児センター内

ています︒
子育て支

食﹂についての交流会も予定し

囲んで﹁お子さんとお母さんの

おもちゃづくり︒中村栄養士を

内容

正午

日時

ん

対象

んやお姉ちゃんも一緒にどうぞ︒

友達をつくりませんか？お兄ちゃ

す︒親子で楽しく遊びながら︑お

零歳児対象の親子遊びの教室で

﹁よちよち教室﹂

同士で託児します︒

要です︶︒お子さんはお母さん

人数

持ち物 上靴︑飲み物︑タオル

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

内容 ミニバレー

正午

日時

家庭にいる親子ならどなた

せんか？

農村環境改善センター
大人５００円︵１人︶︑

対象

催の大雪山の自然と親しむ大雪山
夏の動植物に合い

自然観察講座︑本年度第1回﹁大

月には﹁日本ライフ２

されました︵６月
日間︶︒
００８﹂展︵
・ビックサイト東５・６ホール︶
で展示予定です︒

雪山国立公園

に行こう﹂の参加者を募集します︒

月︑

初夏の旭岳周辺をトレッキングし
ます︒
本年度講座はこの後︑

月︑来年３月の全４回開く予定です︒
８月6日午前8時半出発
︵当日は小雨実施︒ただし天候

日時

急変の時は計画を変更する場合
があります︶
人程度
集合場所

募集
前
参加料

子供３００円︵同︶︵当日受け
付け時に徴収します︶
昼食︑雨具︑防寒具︑着
替え︑手袋︑非常食︑常備薬︑

持ち物

タオル︑健康保険証など︵山歩
きしますので︑履き慣れた登山

|２１

靴︑双眼鏡を用意できるとよい
です︶
振興室☎
１１︵内線１３５︶

お問い合わせ

子育て支援センターから

組程度︵事前予約が必要︶

援センタープレイルーム
人数

24

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
地域活性課から

土壌汚染︑河川汚濁の一つとし

油もれに注意しましょう
て︑油の流出事故が問題になって
います︒
|０１１

０︑または地域づくり推進室☎

るため︑すぐに消防☎

く︑土壌汚染で私たちの大切な生
|２１１１︵内線２６２︶

油脂類は︑自然界で分解しにく
活水︵地下水︶に影響をあたえ︑
めとする動植物の生態系に悪影響

河川などに流れ出て魚などをはじ
を及ぼす恐れがあります︒

ため︑買い物をする時はマイバッ

限りある石油資源を大切に使う

を進めましょう！

マイバッグ︵ノーレジ袋︶運動

原因の多くは︑家庭や事業所に

クを持参し︑ノーレジ袋に取り組

作られる衣類やプラスチック製品

ルギーを原油に換算すると︑Ｌサ

石油の年間消費量の1日分も消費

に亀裂などがないか定期的に点
れています︒東川町全体では︑約

30

21

12

設置してある油タンクの転倒や配
管パイプの亀裂など︑身近なもの

因者︵タンクの持ち主︶の負担に
など︑私たちの生活とってなくて

石油は︑ガソリン︑軽油︑灯油︑

みせんか？

が大半です︒
現状回復には多額の費用が必要

なり︑経済的損失も多大になりま
はならない大切な資源です︒

です︒除去作業にかかる経費は原

す︒事故を起こさないために次の

イズのレジ袋を作るためには約

エチレン製です︒材料と製造エネ

レジ袋も石油を原料とするポリ

ことに注意しましょう︒
⁚事故防止のポイント⁚
■タンクはぐらついていません
か？

コンクリート板を土台に

敷くなど︑足場の確認︑補強を
14・４㍉㍑の原油が必要です︒

しているのです︒

国内でレジ袋を作成するために︑

しましょう︒
続部分が緩みやすくなります︒

■冬期は寒暖の差が激しいため接
今一度確認しましょう︒

検し︑必要に応じて交換しまし

▼ごみ減量化のために

ょう︒

﹁大雪旭岳源水﹂が環境省﹁平
成の名水百選﹂に選定
本町の名水﹁大雪旭岳源水﹂

大人１５０円︑子供 円
︵湧水︶がこのほど︑環境省の

90 20

31

15

■配管パイプ︑室内のゴムホース

トウシの各路線
なお︑当日は１丁目道路が車両
﹁平成の名水百選﹂に選ばれまし

国際家具デザインフェア旭川で
大門さん︑朝倉さんが入賞

29

23

料金
通行止めのため３便︑４便は診療
た︒

︶年選定の

年ぶりに

今年の国際家具デザインフェア

名を連ねることになりました︒

日本が誇る名水として

水と十六滝﹂︵湧水︶とともに︑

源水﹂は︑美深町の﹁仁宇布の冷

今回の新名水認定で︑﹁大雪旭岳

露泉水﹂︵利尻富士町︶の３カ所︒

ふきだし湧水﹂︵京極町︶︑﹁甘

ベツ川湧水﹂︵千歳市︶︑﹁羊蹄

﹁名水百選﹂は︑道内では﹁ナイ

１９８５︵昭和

付を受けました︒

岡市郎町長が出席して認定書の交

区︶で開かれた認定書交付式に松

日︑東京・清澄庭園︵江東

所前に停車できません︒道草館ま

公共施設管理室☎

たは役場前停留所をご利用くださ
い︒
お問い合わせ
|２１１１︵内線２３７︶

産業振興課から

日︑今年の誕生第１号︑

君の椅子贈呈︑今年の第１号は
永島佑恭ちゃんに
６月
区＝に﹁君の椅子﹂２００８

永島佑恭ちゃん︵１月７日生まれ︶
＝
年モデルを贈る贈呈式がありまし
お母さんの明美さんにおんぶさ
地区の松田隆次自治振興会長から

旭川２００８で︑町内在住の家具

20

82

82

Higashikawa 2008 July

13

25

82

申し込み・お問い合わせは︑い

10

10

た︒

手渡しで椅子を受け取りました︒

「カーフベンド・チェア」
（大門巖氏）

22

11

れて役場を訪れました︒キトウシ

椅子には﹁ゆうすけ﹂と彫り込ま

製作作家︑大門巌さん︵バウ工房
代表︶の作品﹁カーフベント・チ

れており︑これからはただ１人だ
けの椅子です︒

ェア﹂︑朝倉芳満さん︵ａｓａａ
ｓａ︵旭川︶代表︶の作品﹁ピー

贈呈式の間︑﹁ゆうすけちゃん﹂
は自分に贈られた記念品だと分か

ス﹂﹁モウセン﹂がそれぞれ入選
日︑旭川市内で表彰式が

しました︒

っているかのように︑とても〝ゴ
キゲン〟でした︒

６月

行われました︒今年のコンペは

６月中に﹁君の椅子﹂をお贈り
したのは︑１月生まれと２月生ま

︶で開かれた

作品が入賞︒旭川家具センター
︵旭川市永山２ノ

れ︑合わせて９人のお子さんです︒

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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25 Higashikawa
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27
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82

60
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25

「ピース」
（朝倉芳満氏）
「モウセン」
（朝倉芳満氏）
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