歳

企画総務課

防衛大学校生の募集など

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
リュックにお弁当とおやつをい

〜

月
日ま

︑

年4月1日現在

月１︑２

|２１

一般質問をはじめ︑一般会計等

の日程で開会予定です︒

町内の小学校１年生全員に１人

年度一般会計ほか4特別会計の

の補正予算審議︑条例改正︑平成
決算審査認定︑決算審査の監査報

|

告なども行われます︒皆さまの傍
議会事務局☎

聴をお待ちしています︒
お問い合わせ
２１１１︵内線３１１︶

月から政管健保が﹁協会けん

月から政府管掌健康保険

北海道社会保険事務局

ぽ﹂に変わります
今年
の運営主体︵保険者︶が︑社会保
険庁から全国健康保険協会に変わ
ります︒詳しくは北海道社会保険
事務局☎０１１|２０４|７００
０︑URLは

http://www.sia.go.jp/˜hokkaido/
救急講習会を開きます
大雪消防組合東消防署

救急現場では︑その場に居合わ
せた人が傷病者に適切な応急手当
を施すことで︑救命効果が向上し

半〜同８時半
場所 大雪消防組合東消防署

大雪消

東川︑東神楽両町の町民︑

両町内に勤務している方

対象
名

申し込み︑お問い合わせ

定員
防組合東消防署☎ |０１１９

﹁写真の町﹂ひがしかわ株主基

日︑水戸市在住の歯科医

金の第１号寄付

７月
師加藤煕︵ひろし︶さんが﹁写真

ます︒救急隊が現場に到着するま
での間に︑どんな手当てが救急措

月︑
歳で逝去︶の遺志に沿って

実父︑孜︵つとむ︶氏︵今年4

号寄付をしました︒

の町﹂ひがしかわ株主基金の第１

町立ぴっぷクリニック加藤

置として必要かを学びましょう︒
講演
一哉院長﹃救急蘇生のABCD
・AEDの使い方﹄
﹁大雪山国立公園の環境保全活動

した﹁写真の町﹂ひがしかわ株主
条例︵ふるさと納税制度︶の基金
生前歯科医として活躍された故

第１号として受領しました︒

︶

孜氏は︑旭岳のお花畑が大好きだ
回も訪れたということで

ったといい︑１９６９︵昭和
年から
す︒
昨年に続いて今年も登山に来る
計画を立てていたところ︑急に体
調を崩してかなわず︑一家５人で
弔い登山に訪れ︑併せて町への寄
加藤さんは﹁旭岳がある町が分

付となりました︒
からず︑あちこち電話をかけて探
しました︒これで父の気持ちに添
うことができます﹂と合田博副町
長に現金を手渡しました︒

宮崎電器経営の宮崎さんが町立

診療所にテレビ寄贈

８月８日︑東川町西町１丁目︑
宮崎電器経営宮崎信夫さん︵

に役立ててほしい﹂との意向で︑

が町に液晶デジタルテレビ︵ 型︶

﹃AEDを用いた心肺蘇生
香料の一部として多額の寄付をさ

法﹄

実技

れました︒町では今年６月に制定

︶

午後６時

９月９日︵火︶

チームが出場︒８ブロックに

指導 大雪消防組合東消防署職員
日時

大雪山系旭岳︵標高２千２９１メ

詳しい内容︑利用開始は地方税
ポータルシステム﹁eLTAX﹂

ださい︒

︶をご覧く
http://www.eltax.jp/

ホームページ︵URL：

には︑招待チームとして招かれた

分かれて熱戦を展開しました︒ト

﹁三好フレンドエイト﹂︵愛知県

ーナメントDブロック︵４チーム︶

念登はんをしていたという自然保

山頂ではこの日２００回目の記

ートル︶を登山しました︒

護監視員の東倉沼︑広瀬常夫さん

|５９２

課事業税係︵直通︶☎

お問い合わせは地域振興部課税
が︑準決勝で旭川コスモスＪＦＣ

６

三好町︶に１|０で勝利しました
にＰＫ戦で惜敗しました︒

北東北子どもの読書活動推進フ

︶と遭遇︑その登山回数を聞

︵

歳のときから旭岳で

いて感動していたということです︒
広瀬さんは

山岳ガイドを続けてきたというこ

遺言︑任意後見など大切な契約

人が作成する公文書です︒遺言︑

公正証書は法律の専門家︑公証

７ホール︵札幌市中央区北２西７︑

教育委など主催︶は︑かでる２・

動推進協議会︵北海道と東北３県

北海道・北東北子どもの読書活

とです︒

任意後見︑尊厳死︑離婚給付︑金

道立道民活動センター︶で開く

道教育庁生涯学習推進局

ォーラム北海道大会を開催

銭貸借︑土地･建物賃貸借など︑

は公正証書で

大切な契約を公正証書にしておき

旭川公証人役場

すだくんの１ねんせい日記﹂︵同︑

﹁北海道・北東北子どもの読書活

㌻︑鈴木出版刊︶︒ほかに﹁ま

﹁マークのずかん﹂︵変形Ｂ５版

ポプラ社︶など 種 冊を用意し︑ 東川サッカー少年団が3位入賞

いつでも無料で行っています︒電

ご相談は土︑日︑祝日を除いて

回サフォークラ

8月１日士別市天塩川サッカー
ンド士別カップ少年サッカー大会

場で開かれた第

で︑東川サッカー少年団が３位入

ご相談︑お問い合わせは旭川公

話相談もあります︒

月

日︵土︶午後１時半

児童文学作家︑長谷川摂子

道教育庁生涯学習
ていた法人道民税・事業税の申告

５２４

３１|４１１１︵内線︶３５|

推進局生涯学習課☎０１１|２

お問い合わせ

めにできること﹂など

ン﹁子どもの読書活動推進のた

マンス︑パネルディスカッショ

典大さんの読み聞かせパフォー

さんの講演︑千歳市出身の岸田

内容

参加料 無料︵要申し込み︶

から２日間

日時

参加者を募っています︒

動推進フォーラム北海道大会﹂の

人の子供たちにそれぞれお気に
入りの１冊を選んでもらいました︒
日︑４人の児

賞を果たしました＝写真＝︒

|０

証人合同役場︵旭川市６条通８丁
目TR６・８ビル５階︶☎

０９８︑ |５５５３︵ＦＡＸ兼︶

法人道民税・事業税の申告はイ

ンターネットで！
上川支庁

が自宅や会社のパソコンからイン
ターネットですることができます︒
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親子バス遠足のお誘い
▼防衛大学校学生
年４月１日現在

資格

平成

っぱい詰めて出かけませんか︒木
歳未満の者

月

第１次試験

国語︑数学︑英語︑理

平成
歳未満の者
第１次試験
月３〜５日ま

国語︑数学︑英語︑選
総務室☎

|３７３７︶ま

|０６４８︑募集相談員の

議会事務局

年第３回定例会は︑９月

日︵水︶午前９時半から２日間

平成

町議会第３回定例会のお知らせ

で︒

小野さん︵☎

☎

衛隊旭川地方協力本部南地区隊

１１︵内線２２２︶︑または自

お問い合わせ

択科目︵物理・化学・生物︶

試験科目

での間で指定する日

日︑第２次試験

試験期日

受付期間 ９月８日〜同月 日

歳以上

受験資格

▼防衛医科大学校学生

︵数学・公民・地理歴史︶

科︵物理・化学︶︑選択科目

試験科目

での間で指定する日

日︑第２次試験

試験期日

受付期間 ９月８日〜同月 日

以上

のおもちゃや大型遊具がたくさん
あります︒９月１日から申し込み
を受け付けます︒
９月

家庭にいる親子
日︵金︶午前９時

日時

対象

カムイの杜︵もり︶﹁わく

分〜午後1時 分
場所
着替え︑帽子︑お弁当︑

わくエッグ﹂
持ち物
組程度︵予約制先着順︶

敷き物︑飲み物
定員

﹁家族運動会﹂を開きます
お

親子で一緒に体を動かして楽し
い時間を過ごしませんか？
兄ちゃん︑お姉ちゃんも一緒に参

時〜

加できます︒気軽にご家族でご参
家庭にいる親子

加ください︒
対象
日︵日︶午前

９月

正午

日時
親子運動会︵簡単にできる

親子運動あそび︶

内容
子育て支援センタープレイ

ルーム

場所
動きやすい服装︑上靴

︵参加するお子さん︑保護者の

持ち物
方ともに︶

を寄贈しました︒
１冊ずつ本をプレゼントする﹁マ
イブック･マイトーク﹂プレゼン

町立診療所の待ち合いロビーに
備え付けました︒北京五輪開会式

44

42 73

ましょう︒トラブルを未然に防ぎ︑

いな絵のイラストで紹介している

15

19

10

あなたの生活と財産を守ります︒

記号など︑いろいろな記号をきれ

一番人気は︑交通標識や地図の

す︒

１冊の本をプレゼントするもので

学校１年生になった児童に︑１人

から新たにスタートしました︒小

町の子育て支援事業として今年

町内４小学校でありました︒

日の3日間︑

トが７月

日から

に合わせてこの日さっそく設置し︑
スイッチが入りました︒診察待ち
の間など︑くっきりときれいな映
像の地上波デジタル︑ＢＳ衛星デ
ジタル放送を受信できるようにな

イン

り︑大型画面の迫力で視聴できる
同診療所にはこれまで︑

ようになりました︒
チサイズのアナログ放送用テレビ
しかありませんでした︒宮崎さん
は診療所に旧型テレビしか設備し
年を迎えた記念として贈り

ていないことを知り︑今年７月で
開店

83

今まで上川支庁に持参︑郵送し

25

第三小では７月

童に好きな絵本1冊ずつをプレゼ
ントしました︒もらった絵本を手
に︑みんなうれしそうです︒
町内で誕生の生後６カ月の乳児
全員に本をプレゼントしている
﹁ブックスタート﹂も今年４年目
を迎えています︒

姉妹提携調印行事のため７月

ラトヴィア駐日大使が旭岳に登
山
日から東川町に来町していたペー
日︑

テリス・ヴァイヴァルス駐日ラト
ヴィア特命全権大使は同月

23

ました︒

95

31

30

50

22

22

10

19

30

23

小学校１年生に１人１冊の﹁マ

16
16

45

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

イブック﹂プレゼント

46

24

82

ヴァイヴァルス大使
（右）
と広瀬さん
（旭
岳山頂で）

11

82

20
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