お問い合わせは︑いずれも自衛

自衛官の募集
隊旭川地方協力本部南地区隊☎
|０６４８︑役場企画総務課☎
|2111︵内線２２２︶︑募集

日︵土︶から同月

締め切り ４月 日︵月︶

日本国籍を有している

自衛官であった期間が１年未満
である者
受験資格

丁目︶

陸上自衛隊札幌駐屯地︵札
日︵月︶

幌市中央区南 条西

会場
締め切り ４月

歳未満の者︵

歳未

日本国籍を有している

︻自衛隊︵一般・技術︶幹部候補生︼
歳以上

受験資格

年4月1日現在︶︑大学院修士

満の者は大卒︵見込み含︶︑
学位取得者︵見込み含︶︑自衛
官は 歳未満の者
５月

日︵日︶筆記式操縦適性

試験日 ５月 日︵土︶筆記試験︑
検査︵飛行要員希望者のみ︶
日︵月︶

試験会場 別途通知
締め切り ５月

月

日︑満
数右衛

歳で逝去し

飛彈野氏︑ひがしかわ株主制度

に出資
昨年
た元町収入役︑故飛彈野
区︶が１月９日役場を訪れ︑

門氏の長男哲宏氏︑一重さん夫妻
︵
﹁生前の感謝とお礼に﹂とひがし
かわ株主制度に多額の出資をしま
故飛彈野氏は︑１９１４︵大正

した＝写真＝︒
３︶年生まれ︒１９３１︵昭和６︶
年︑北海道庁立永山農業学校を卒
︶年︑町収入役で

業して同年東川村役場に勤務︒１
９７５︵昭和
退職︒その後も町選管委員長︑町
立リリー保育所長など公職を務め
１９２８︵昭和３︶年︑乾板式

ました︒

が集まって結成したのがきっかけ︒

カメラで写真を撮り始め︑以来
万人が訪れる大雪山国

立公園で︑利用者による公園管理

年間約

だきます︒

を目指して活動しています︒日々

年間にわたって町の人々︑さまざ
まな催し︑友人や家族の姿︑旭岳

農村環境改善センター研修室

３月２日︵月︶午後６時半

旭岳の散策路維持︑レクチ

同団体規定︵労災保険︑雇
シフト制月８休︵時期によ
主に大雪山国立公園旭岳
自動車普通免許所有者

書類選考の上︑随時面接の

履歴書︵別紙８００字

お問い合わせ︑申し込み

丁目１|

︶︒Ｅメールは︑ｎｐｏ＠ｎ

市中央区宮の森２条

１１|６１５|３９２３︵札幌

法人ねおす︵担当・荒井︶☎０

ＮＰＯ

添えて２月 日︵必着︶まで

以内で志望動機︑自己ＰＲ︶を

締め切り

幌事務所を予定︶

ご連絡をいたします︵面接は札

選考

が可能な場合もあり

方︶︒スタッフ同士の共同生活

︵自家用車を通勤に利用できる

その他

・天人峡地区

勤務地

って変動有り︶

休日

用保険︑健康保険︑交通費あり︶

給与

期間 ５月中旬〜 月上旬

自然体験活動の実施など全般

ガイド︑町青少年野営場の管理︑

ャー︑巡視︑美化清掃︑自然案内

業務

情報を発信することができます︒

国立公園内に通い︑豊かな自然の

・天人峡温泉街の変遷の様子など︑
ミリフィ

ルムの映像として克明に記録し続

歴史の一コマを写真や

年度

道社会貢献賞︑町文化賞︑第

けてきました︒
回東川賞︑町長表彰︵平成
一般功労︶受賞など︒︵今月号の
表紙写真は飛彈野氏の遺作です︶

ＮＰＯ法人ねおす

﹁大雪山自然学校﹂の夏季臨時
職員を募集
ＮＰＯ法人︵特定非営利活動団
体︶ねおす︵札幌︶は︑東川町で
勤務する今年の夏季臨時職員を募
集しています︒
自然と向き合う一方で︑多くの
利用者と係わる接客サービス業で
す︒エコツアーや子ども自然体験
活動の業務などにも参加していた

入会の申し込み︑お問い合わせ
|２７７０︑事務局長の石澤さ

は︑事務局の老人保健センター☎
ん︵自宅︶☎ |５１４６

日時

講義﹁ガーナの人々から見

|６２５４︵旭川地方裁

ｅｏｓ.ｇｒ.ｊｐ

局☎

判所事務局総務課内︶

エコツーリズムを考える講演会
環境省道地方環境事務所

を開きます
環境省道地方環境事務所は︑大
雪山国立公園旭岳・天人峡地区を
中心とした滞在型観光の活性化を
考 える
﹁ 地 域を元 気に！エコツーリ
ズムを考える﹂講演会を開きます︒
講師は︑国内のエコツーリズム
推進の中心的人物として活動して
いるワイルドライフコミュニティ
研究所︵長野県軽井沢町︶代表の
ＮＰＯ︵特定非営利活動︶法人

理学博士︑南正人氏︒
﹁ピッキオ﹂︵長野県軽井沢町︶
の理事長を経て︑昨年同研究所を
設立︒軽井沢でクマなどの保護と
被害防除に取り組んでいます︒
専攻は動物社会生態学︑特にニ
ホンジカの行動生態学︒自然環境
の保全とエコツーリズムの展開︑
環境教育プログラムを開発し︑実

農村環境改善センター大ホ

役場産
|２１１１︵内線
官事務所☎ |２５２７

１３５︶︑環境省東川自然保護

業振興課☎

申し込み・お問い合わせ

参加費 無料

ール︵当日参加可能︶

場所

日︵金︶午後1時から

判所の所属民事・家事調停員が担

３月４日午前 時〜午後４時

日時 ２月

践しています︒
金銭問題︑相続︑離婚︑家庭内の
暴力・不和問題など︑お困りごと

旭川ターミナルホテル６階

の相談を何でもお受けします︒
場所

日時

旭川調停協会事務

当日会場で

特設会場︵旭川市宮下通７丁目︶
受け付け

お問い合わせ
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企画総務課から
臨時職員︵一般事務補助︶の採

相談員の小野利昌さん︵西7号北

用
東川町は︑年間を通して町臨時
|３７３７

職員の希望者登録を行っています︒
︶☎
︻予備自衛官補︼

欠員の状況によって︑登録者の中
から選考で採用していますので︑
自衛官未経験者または

▼一般公募試験
採用対象
自衛官であった期間が１年未満

一般事務補助

希望する方は登録をお願いします︒

である者

職種・職務内容
︵書類整理︑電話対応︑来客対

歳未満の者

日本国籍を有している

筆記試験︑口述試験︑適性
４月
陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

▼技能公募試験

川市春光町︶

会場

日︵月︶の間のいずれか１日

期日

検査︑身体検査

種目

歳以上

受験資格

応︑パソコンを使用しデータ入
月〜金曜日︵土・日・

力・文書作成など︶
勤務時間
祝日は休み︶午前８時半〜午後
５時半までの間の７時間半
所定の用紙︵定数外職

員履歴書︶︑または市販の履歴

登録方法
書に必要事項を記入の上︑本人
直接総務室にご持参ください︒

の顔写真を貼付して︑ご本人で
所定の用紙は︑企画総務課総務
採用対象

自衛官未経験者または

室に備えています︒ホームペー
ジからダウンロードもできます
登録者の中から選考で

採用します︒登録後直ちに採用

採用方法
歳以上で国家免許資格等を有
する者︵例：衛生︵甲・乙︶︑

されるわけではありませんので
ご了承ください︒登録は１年間

小論文︑口述試験︑適性検
日︵土︶から同月

査︑身体検査

種目

建設︑電気など︶

語学︑整備︑情報処理︑通信︑

年４月

有効です︵受け付け順の採用で

|２１
４月

日︵月︶の間のいずれか１日

期日

毎週練習を積み重ね︑経験豊かな

５年前東川町柔道少年団の父兄

﹁いもかす料理もボランティア活

役場を訪れた久末さんご夫婦は
動も︑今後とも変わらず続けたい﹂
他チームからチームプレーで勝利
をもぎ取りました︒

東川９条の会の３月例会を開き
ます
東川９条の会
東川９条の会の３月例会を開き

場所

ます︒お気軽にご参加ください︒

内容
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はありません︶︒平成
総務室☎

１日から若干名採用予定です
お問い合わせ
１１︵内線２２３︶

おかめ食堂の久末さん︑中小企
業庁長官賞を受賞

ＪＶＡ表彰は︑今年で９回目︒

と意欲的でした︒
日︑東京国際フォーラム

︵千代田区︶で表彰式が行われま

１月

協会結成バレーボール大会の参

回協会結成バレーボール大

東川町バレーボール協会

加者を募集
第

日︵日︶午前９時︵開

会の参加者を募集します︒
２月

える私たちの社会﹂︒講師は北

会式︑主将会議は同８時 分︶

日時

海道開発教育ネットワーク︑鷲

|５

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

見美由紀さん
矢部さん☎

参加費 １００円
４７０

お問い合わせ

無料調停相談会を開きます
旭川調停協会
旭川調停協会︵則末尚大会長︶

11

当する無料調停相談会を開きます︒

は︑旭川地方裁判所︑旭川家庭裁

51

22

参加対象 一般男女︵中学生以上︶
２月９日︵月︶までに

試合 ６人制リーグ戦︵男女別︶
申し込み

3千円︵学生

|

東川町バレーボール協会事務局
︵役場企画総務課内大角☎
１チーム

２１１１︵内線２２５︶︶
参加料

チーム2千円︶

老人クラブでともに活動する仲

間を募集しています
老人クラブ連合会
東川町老人クラブ連合会は︑町
内各地区老人クラブで活動する新
会員を募集しています︒
町内の地区老人クラブは現在７
クラブ︒３４８人の会員が各種文
化活動をしています︒クラブ会費
は７クラブ平均で年額２千円程度
です︒
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した︒今年は起業家︑地域起業家︑
人・団体が受賞︒道内から

起業支援家︑起業教育の４部門で
全国
は地域起業家部門で奨励賞を受賞
したはますい㈱︵増毛︶︑浜本義
夫社長と２人だけの受賞です︒

すまいる倶楽部が町内９人制バ

創業・ベンチャー国民フォーラ
ム＝事務局︵独︶中小企業基盤整

レーボール大会で初優勝
東川町バレーボール協会

備機構︵東京︶＝の日本ベンチャ
ー賞︵ＪＶＡ２００９︶起業支援

回町技

日︑Ｂ＆Ｇ東川町海

洋センターで開かれた第

月

バレーボール大会で︑すまいる倶

昨年

かめ﹂経営の久末晃平さん︑美穂

楽部が見事初優勝を飾りました＝

家部門で︑町内の飲食店﹁定食お

日︑松岡市郎町長に受賞報
写真＝︒

さんが中小企業庁長官賞を受賞︒
１月
西町９の道道沿いで定食屋を経

告に訪れました︒
営するかたわら︑自ら脱サラして
食堂の経営を始めた経験を役立て
てもらおうと︑３年前から起業希
望者に経営相談の無料アドバイス
昨年から店舗スペースを使って

を始めました︒
起業塾を主宰し︑資金計画︑経営
準備︑技術指導など︑各界講師を
呼んで無償で定期的な講習会をし
て起業家育成している点が評価さ
れました︒

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
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