神楽両町内から参加した約 人が
万一に備えて救命措置を学びまし

読み聞かせと手あそび︑古本リ
サイクル︑アニメーション映画
回全道中学生の税をテーマ

上川支庁課税課

中学生の税のポスターを募集
第

−

校︑北海

としたポスターを募集します︒入

日現在︶

−

−

−

５２
点︒審査結果は来

通知する予定です︒入選作品は道

年２月中旬ごろに入賞者の学校に

賞５点︑入選

道教育委員会教育長賞として優秀

点︑奨励賞

教育ローンコール

８６５６︑旭川

−

様
様
様
様

久保ミチ子

点︑入選

賞は北海道知事賞として優秀賞５

６５６ ︵ナビダイヤル︶︑☎

セ ン タ ー ☎０ ５７ ０

００８

月

学生︑生徒１人について

３００ 万円以内

融資額

−

利率

レ関連図書の展示など
５３２１
支店国民生活事業☎
４１

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
９月 日から 月 日ま
でに社会福祉事業にご寄付
をいただきました方は︑次
のとおりです︒
坂口 豊子
木村 寿子
森影 広樹
秋葉きく江

︽ご香典の返礼にかえて︾
区
上岐登牛区
東町３丁目
区

︽社会福祉事業へ︾
北海道環境福祉専門学校
食育福祉学科様
そば打ちチャリティー益金
の一部

今月のくらしの相談日
ご案内

日

毎月第３木曜日午後１時
半から同４時まで︑町民の
みなさんのお困り事など︑
社協相談室でご相談に応じ
ます︒今月の相談日と相談
員は次のとおりです︒

月

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
北海道行政書士会旭川支部
お問い合わせ

お問い合わせ 文化交流館☎

年２・５％︵

﹁

ひきのねずみ﹂上映︑日本

ハムファイターズ・コンサドー

ついて東川町立診療所︑木下透所

救急蘇生︵そせい︶の必要性に

た︒

長が講演し︑特に初期段階の早い
４２４５

年 末 資 金︵セーフティーネット貸
し付け︶︑教育ローンご案内
﹁年末資金﹂の貸し付け︑﹁国

○運転資金８年以内

境変化対応資金︶
貸付期間

入学︑在学する子弟がいらっし
ゃるご家庭の保護者で︑扶養す

10

﹁遺言と相続﹂
の無料相談会
北海道行政書士会旭川支部は遺
言と相続に関する市民講座と無料
月３日︵火︶午後１時半
手当が重要であることを強調しま
した︒
参加者はその後︑ＡＥＤ︵自動
体外式除細動器︶︑ダミー人形を

の教育ローン﹂ご融資を受け付け

﹁誰か来て！ 人が倒れていま
︵３年以内︶○設備資金 年以

す﹂︱︒参加した皆さんの意識は
内︵同︶
月

高く︑﹁町内のＡＥＤ設置場所は
○年１・８５％から︵
日現在︶○第三者保証人等を

利率

どこですか？﹂などと救命救急に
対する関心も高まったようです︒

日まで︵資

金繰り円滑化のため既存公庫融

年３月

不要とする場合年２・２％から

資分と合わせて一本化する借り

取扱期間

文化交流館で図書まつりを開き

教育委員会

図書まつりを開きます

ます︒当日︑本を借りる小学生以
換え需要にも対応しています︶
▼﹁国の教育ローン﹂

下の児童・幼児の皆さんにお楽し
みプレゼントもあります︒お父さ
対象

対象となる学校︑大学等に

ん︑お母さんもご一緒においでく
月8日︵日︶午前 時〜

ださい︒
日時
るお子さんが１人の場合給与所
得が７９０万円以内︵事業所得
者は５９０万円以内︶の方

10

相談会を開きます︒
日時
から同５時︵午後１時から受け
付け︶
︵旭川市５条通８丁目︶

場所 ホテルクレッセント旭川

万一︑自分が救命現場に遭遇し
ています︒

日本政策金融公庫旭川支店

たら︑最初に大きな声を出して周

使って実技講習を行いました︒

囲の人に支援を求め︑同時に救急

み﹂②講演﹁遺言と相続﹂︵講
師は旭川公証人合同役場︑猪又

内容 ①演劇﹁おばあちゃんの悩

間喜雄公証人︶③行政書士無料

日︵金︶

限度額 ４千８００万円︵経営環

▼年末資金

２８００

置をすることが必要です︒

車が来るまでの間に的確な救命処

相談会
お問い合わせ 道行政書士会旭川
支部☎

救急の日に救命講習会

９月９日の﹁救急の日﹂︑大雪

劇︑おはなし会ピッピの絵本の

内容 旭川福祉専門学校生の人形

午後３時

は︑東神楽町の同署庁舎で救急救

消防組合東消防署︵近藤卓義署長︶
命講習会を開きました︒東川︑東

税ポスター︑リーフレットなど︑
道税の広報に使用します︒
年１月

テーマ 道税について
締め切り
つ切り︵約 ㌢㍍× ㌢㍍︑画

用紙・画材 原則として画用紙八
用紙裏面に学校名︑学校所在地︑
学年︑氏名︵ふりがな︶︑性別
を記載︶︑水彩絵の具またはポ
スターカラー

（中学生の部：千 葉 寛 子）

課税課︵旭川市永山６条 丁目︶
−

５９２６

−

３６１１︑

−

−

４５１１

お問い合わせ／「おはなしの会ピッピ」三戸部さん☎82−5278

「ごめんね」と 素直に言えば 良かったな

送付先・お問い合わせ 上川支庁
☎

歳未満の交通遺児の方が︑

︵財︶交通遺児育成基金

交通遺児育成基金の加入ご案内
満
損害保険会社などから支払われる
損害賠償金等の中から拠出金を支
払って加入すると︑この資金に国︑
民間援助金を加えて運用し︑年金
方式で交通遺児が 歳に達するま
での間︑育成給付金を支給する制
度です︒
給付金額は加入時の年齢によっ
て異なります︒拠出金等を取り崩
しながら支給されるため︑加入者
が満 歳に達した時に支給が完了
し︑返還金はありません︒ただし
給付完了時に完了給付金２万円を
お問い合わせは交通遺児育成基

支給します︒
１６
５２１２

金☎０１２０
☎

15

23

14

25

絵本の読み聞かせと手遊びなどで楽しく過ごしましょう。後半
は、親子で自由に絵本を楽しんだり、参加者同士の交流をします。
☆年齢に関係なく、どなたでも参加できます。
（会費はありません。申し込み不要）
キャッチ賞

16

25

にちじ：11月26日(木) 午前10時半〜同11時半
ばしょ：文化交流館絵本ルーム
・収蔵作品展 立木義浩「北の秋」
・フォトきらめき会員展
・第二小学校ふれあい写真展
○11月25日(水)〜12月10日(木)
・内海千樫写真展「水辺の貴公子ア
オサギ」
・青少年ワークショップ写真展

「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）

15

10

24

０歳からのおはなし会
優勝した中島沙貴さん（中央）
と準優勝した
中島拓也君（左）、
ブルックス惟案君（右）

31

26

14

15

10

の溝口裕樹君（同右から3人目）
、女子小学1
年準優勝した須藤花凛さん（同左から2人
目）

22

29

82

30

10

合体育館）
◆第63回旭川地区体育の日記念剣 ◇団体 ③東川柔塾
道大会（ 10 月 12 日・旭川市総合体 ◇男子
育館）
▼小学１年 優勝上尾カムナ
（東川柔
▼小学高学年の部 優勝東川錬成 塾）
館（照井瑚佑覇、高畠遼、山内沙菜、 ▼同5年 ③溝口裕樹（同）
高畠脩、
加藤耕平）
▼同6年 ③白幡翔（末広北道場、東
【剣道】
◆第 56 回西部北海道剣道優勝大 ▼中学生女子の部 ②東川錬成館 川小）
会（8月30日・留萌市スポーツセンタ （小林みのり、猪股日菜子、岡﨑みず ◇女子
ほ）
▼小学1、2年 ②須藤花凛（同）
ー）
▼小学生女子の部 優勝東川錬成
館（照井瑚佑覇、丸田寧々、山内沙 【空手】
菜）
＝7年ぶり2回目
◆第 28 回秋季空手道選手権大会
▼中学生女子の部 優勝東川錬成 （9月23日・旭川市忠和公園体育館）
館（照井智生瑠、小林みのり、岡﨑み ▼小学校6年女子形の部 優勝中島
ずほ）
＝5年ぶり2回目
沙貴（東川空手スポーツ少年団）
▼同男子形の部 ②ブルックス惟案
（同）
団体戦3位入賞した東川柔塾の児童、生徒
▼中学校3年男子形の部 ②中島拓 たち。男子小学1年の部で優勝した上尾カ
ムナ君（手前左から3人目）、同小学5年3位
也（同）
−

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

各種大会成績

Higashikawa 2009 November
2009 November

21 Higashikawa

19

東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○10月24日(土)〜11月3日(火)
・第39回東川町民総合文化祭作品展
○11月5日(木)〜11月23日(月)

◆第 14 回十勝大平原全道少年剣
道錬成大会（ 10 月 11 日・帯広市総
合体育館）

38

03

写真の町ギャラリー展示案内

前列左から照井瑚佑覇さん、丸田寧々さん、
山内沙菜さん、照井智生瑠さん、後方左か
ら高木雅人監督、小林みのりさん、岡﨑み
ずほさん

【柔道】
◆第24回旭川平和ライオンズクラブ
少年少女大会（10月４日・旭川市総
◆第５回深川年齢別水泳競技大会
（9月27日・深川市温水プール）
▼背泳ぎ（ 50 ㍍）男子 8 歳以下 ②
鷲見圭飛（東川町水泳少年団）
▼自由形（ 25 ㍍）①鷲見圭飛（同）
②山崎悠人（同）
▼背泳ぎ（25㍍）①山崎悠人（同）

▼中学生女子の部 ②東川錬成館
（小林みのり、伊藤麻里絵、岡﨑みず
ほ、猪股日菜子、照井智生瑠）

【水泳】
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11

29
22
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11

11

46
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