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地域づくり推進室
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お問い合わせ

コミュニティ助成事業は︑同セ

農民彫刻家︑松田与一氏宅前に

功績があった

区︑故山本正男氏

︶年

議長から叙勲伝達を受けました︒
故山本氏は１９７５︵昭和
年間東川町議会議員

から１９９１︵平成３︶年までの
間に︑３期
として地方自治に力を尽くされま
した︒その間︑１９７２︵昭和
︶年から1期︑町農業委員とし
ても活躍されました︒

泉さん︑永井さんの2人に上川
町交通安全指導員の西町３︑泉

支庁長から交通安全感謝状
文夫さん︵写真右︶︑西町１︑永
井昭さん︵同左︶の２人が長年の

歳で逝去︶が旭日

単光章を受章し︑９月５日役場で

︵今年７月︑

月

陸上自衛隊旭川駐屯地

平成

年3月下旬か

月 日︵金︶

自衛隊旭川地方協

の小野さん︵☎ |３７３７︶

１１１
︵内線２２２︶︑募集相談員

役場企画総務課総務係☎

|２

力本部南地区隊☎ |０６４８︑

お問い合わせ

ら4月上旬

入隊予定日

締め切り

︵旭川市春光町︶

試験会場

日同支庁で授与式が行わ

を受けました︒

交通安全活動で上川支庁長感謝状

長女の工藤好美さんが役場を訪

伝達式が行われました︒
れ︑松岡市郎町長︑浜辺啓町議会

分から午後
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全町ふれあいミニバレーボール
東川町ミニバレー協会

大会の参加者を募集

回全町ふれあいミニバ

東川町ミニバレー協会主催で開
催する第

月9日午前9時半試合開

レー大会参加者を募集します︒
日時

始︵開会式は午前９時 分から︶
会場 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター
ミニバレー協会員︑町内在
住または勤務者

対象

①リトルジュニアの部︵小
１〜３年生と大人2人︶②ジュ

種目

ニアの部︵小４〜６年生と大人
2人︶③中学生の部︵中１〜３
１チーム千円︵障害保険

年生と大人2人︶
参加料

料を含む︒大会当日︑会場受け
付けで徴収します︶
月

日までに選手名簿を東川町Ｂ＆

申し込み︑お問い合わせ

Ｇ海洋センター内事務局にご提
出ください︒☎ |４６００

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
成事業の助成を受けて購入したも

ンターが全国自治宝くじの普及広

案内標識を設置

のです︒
税務課

報のため︑宝くじの受託事業収入

南の松田与一さん

彫刻の館﹂︑同時に英

50

休日︑夜間の納付相談窓口を開

町税並びに各種使用料等の納付
を財源として︑コミュニティー活

設します

を期限内に納付できないケースが
動促進とその発展︑宝くじの普及

松田与一

中央の大きな四辺形に﹁緑色で

置しました︒

約４㍍︑四辺形の一辺１㍍︶を設

宅前の町道脇に︑案内看板︵高さ

がこのほど︑

㈱造形美術︵東川・新田豊社長︶

教育委員会

増えています︒しかし︑厳しい状
広報を目的として行われているも
新しいテントは軽量で組み立て

況の中でも生活費を節約して納付

が簡単なため︑行政区の行事や屋

してくださる方や︑納付計画によ
さる方もいます︒町税︑国民健康
外活動などに広く利用いただくこ

のです︒

保険料︑介護保険料︑公営住宅使

り毎月決まった額を納入してくだ

用料︑下水道使用料︑保育料など
とができます︒
利用を希望される行政区や団体

を納期限までに納付できなかった
は︑地域活性課地域づくり推進室

方を対象に︑次のとおり休日︑夜
☎
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間の納付相談窓口を開設しますの
事前にお申し込みください︒

地域活性課

語の案内表記もあります︒赤色︑
黄色︑緑色の３色を基本に︑道標

年間に渡って町議会議員

教育委員会

臨時職員︵給食調理員︶の募集
町立小︑中学校の臨時職員︵給

調理師資格︑自動車運

給食調理員︵若干名︶

食調理員︶を募集します︒
採用予定
応募資格

月4日︵予定︶

月 日︵金︶︵必着︶

転免許の取得者︑町内在住者の
健康な方
締め切り
採用年月日

町臨時職員賃金規定に
よる︒︵日額５千７００円︶

賃金体系

月曜日から金曜日までの週

午前8時

5日間︵学校の休み中は除きま

勤務
す︶

勤務時間

生涯学

面接は申し込み者に後日

履歴書︑調理師資格証

4時までの間の７時間勤務
提出書類
の写し
その他

ご連絡します
申し込み︑お問い合わせ
☎

習課︵東川町東町１丁目 |３︶
担当・高木

10

で︑ぜひご利用ください︒
残念ながら納付相談や納付がな

一日行政相談所の開設
日か

日︵日︶午前９時〜
ざいました︒

ており︑自宅にギャラリーを併設

町内各所に数々の作品を制作され

松田さんは︑農民彫刻家として

ついて︑お困りごとをお気軽にご
相談ください︒

日︵月︶午後

月
日︵木︶午後１時半
して作品を公開しています︒

故山本正男元町議に叙勲︒旭日
３期

単光章を伝達
として活躍され︑地方自治功労に

です
○チャイルドシートは緩まないよ
う正しい装着を︱︒

町の株主が続々誕生

47

10

○住宅用火災警報器・消火器を設置しましょう。
○暖房機の使用には十分注意しましょう。

い場合は財産調査を実施し︑財産
がある場合には滞納処分︵給料︑
銀行預金などの差し押さえや不動
月
として分かりやすい配色になって

日︶にちなんで一日行政

ら同月
いるのが特徴です︒ありがとうご

﹁行政相談週間﹂︵
相談所を開設します︒道路︑交通

産︑動産の公売など︶を実施する
場合もありますので︑ご留意願い
安全︑雇用問題や国の行政全般に

月

ます︒
日時
午後５時︑
５時半〜同８時
月

☎ |２３２８︶

稲井孝子さん︵西町８丁
相談は秘密厳守︑料金は

来︑昨年も手押し部分の金具が何

ポンプは２年前に設置されて以

当の被害を受けました︒

無料です

その他

目２|

相談員

町社会福祉協議会︶内相談室

町いきいきセンター︵東川

から同４時まで

日時

役場１階税務課４番窓口

場所
場所

地域活性課

中央分館イベントテントの購入
中央分館ではイベント用テント
張りを新たに購入しました︒
︵財︶自治総合センター︵東京︶
が行っている一般コミュニティ助

れました︒坂口収支庁長から﹁今

者かに切断被害を受けています︒

後も地域の交通安全確保のためま
すますご尽力ください﹂と感謝状
町では早急にポンプ本体の復旧工
事を行うとともに︑２度にわたる
悪質な行為を厳しく追及し︑犯人
に損害賠償を強く求めることにし
ています︒

日

交通量が多い秋の輸送繁忙期は
日︵金︶から同月

︵日︶は﹁秋の輸送繁忙期の交通

月

要注意！

安全運動﹂期間です︒農作物の収

今年６月から誕生した﹁写真の

３︑４月採用自衛官︵２等陸･

歳

月3日または

歳以上

日本国籍を有し︑平成

企画総務課

海･空士︶の募集
受験資格

町﹂ひがしかわ株主制度に賛同し
日には︑札幌東川会員の山

て︑町の株主が誕生しています︒
8月

崎和男さん︑まき子さんご夫妻

年

年4月1日現在
未満の者
平成

月4日の希望する日

試験日

20

と激励を受けました︒

日︑町郷土館前庭に設置

万円被害

郷土館前の井戸ポンプ再び破損︑
約
８月
されているのが見つかりました︒

している井戸水手押しポンプが壊
町では公共物の器物損壊で旭川東

穫輸送など物流量が増える秋の繁
忙期は︑道路の交通量も多くなり

署に被害届を出し︑同署で犯人を

ます︒交通事故に遭わないために︑
十分な注意が必要です︒
重点目標は次の項目です︒
○スピード出しすぎと過労運転を

︵札幌市在住︶︑９月１日には佐
藤隆政︑礼子さんご夫妻＝㈱大和
社長︵旭川︶がそれぞれ町の株主

22

82

重点事項

82

として登録されました︒

大雪消防組合東消防署・東川消防団
30

調べています︒
調べでは︑壊されていたのは井
戸水手押しポンプの給水管部分切
断と隣接して設置していたベンチ

防ぎましょう
○夕暮れ時は高齢者の事故に特に
気をつけましょう
○シートベルトは後部座席も必要

21

24

統一標語

13

12

期間中の主な行事
10

10

Higashikawa 2008 October
2008 October

21 Higashikawa

２脚︒前日の日中は正常だったこ
とから︑前日夜からこの日未明に
かけて壊されたものと見られます︒
万円相

ポンプは土台部分に土砂が詰め込
まれており︑合わせて約

27

20

「火のしまつ 君がしなくて 誰がする」
15

82

10

15

18

11

11

■運動期間 10月15日（水）〜10月31日（金）
10

16

82

27

85 23

秋の火災予防運動
11 10

20

26

平成20年
平成20年
82

佐藤さんご夫妻
山崎さんご夫婦

26

10
10

17

○防火啓蒙サイレンの吹鳴
15日から3日間午後7時に15秒間
○防火パレード
○街頭広報等
82

!!
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10
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25

23
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