若干名

し込みください︒
日時 ２月

キリします︒

体を動かして日ごろのストレス

ナチュラルヨガ教室

採用人員
①保育者は原則として

の部︑個人・形の種目で中島拓也

有する方②看護師または保健師

時半

内容

日︵金︶午前 時〜

子育て支援センタープレイ

上田京美さん

子育て中の保護者の方

ヨガ

ルーム

場所

対象

資格を有する方
採用年月日

年４月１日

賃金 町臨時職員賃金規定による
講師

い︒

組程度︵要予約︑希望者

忠別ダム水源地域ビジョン
﹁遊ing忠別﹂

雪中バナナボート︑タイヤ

参加料

大人１千円︑子供５００

以下は保護者同伴︶

募集 １００人︵先着順︑小学生

豚汁を用意しています︶

スト︑雪中植林など︵昼食時に

ング︑雪中宝探し︑雪像コンテ

チューブ滑り︑スノートレッキ

内容

場所 忠別ダム堤体下広場

に順延︶

〜午後２時半︵悪天候時は翌日

日時 ２月

日︵土︶午前９時半

募集します︒どうぞご参加くださ

忠別ダム冬イベントの参加者を

案内

第３ 回 忠 別 ダム冬イベントのご

に託児室を用意します︶

募集

持ち物 タオル︵動きやすい服装︶

月曜日から土曜日までの

週５日間

勤務日
午前７時半から午後７

採用試験日は後日連絡し

履歴書︑資格免許等の

時まで７時間半︵シフト制︶

勤務時間
提出書類
写し
ます

その他

仕事で毎日忙しいお父さん︑赤

よちよち教室〜お父さんと遊ぼ
う
ちゃんと遊びましょう︒お困りご
と︑子育ての悩みなども皆さんと
いっしょに話し合いましょう︒
日︵土︶午前 時〜

対象 零歳児のお子さん︑ご両親
正午

日時 ２月
赤ちゃん体操︑おもちゃ作

り＝先輩お父さんを囲んで交流

内容

組程度︵要予約︶

子育て支援センタープレイ

会も開きます︒
場所
〜

ルーム
募集

内の観光スポットを案内する観光
パンフレット﹁ｗａｃｃａ ︵わっ
か︶﹂︵Ａ４版３つ折りポケット
版︑４千部︶を発行しました︒
町を訪れる観光客の皆さんに気
軽に町内を楽しんでもらいたい︑

お問い合わせ：地域活性課☎82-2111（内線261）

14

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
日︵月︶までにお申

看護職︶を募集します︒希望され

午後４時半までの間の７ 時間半

日︑祝日は休み︶︑午前７ 時半〜
応募資格

る方は２月

走の食べすぎでズボンのベルトが
︵別に学校長が定める日時あり︶

月〜金曜日の週５日間︵土︑

きつくなってきた方︑毎日の食事
提出書類 履歴書
︵市販の様式も可︶

勤務

職務内容 学校施設管理︑清掃等

を家族の方に作ってもらっている

若干名

▼給食調理員

冬の運動不足や年末年始のご馳

男性の方︑簡単な料理を自分で作
採用

君︵東川中３ 年︶︑小学生高学年
と〝雪遊びの達人〟を紹介してい
る冬特集版︒旭岳︑天人峡温泉の

26

男の料理教室

り健康について考えてみましよう︒
町内在住者でおおむね

歳未満の方︑調理師資格取得者

とは☎ ︱５１００

臨時職員︵保育︑看護職︶
の募集
幼児センターでは︑今年４月か
ら勤務できる臨時職員︵保育及び

所︑氏名︑年齢︑連絡先︵電話︑
女子の部︑団体・組手では旭川Ａ

を発散しましょう︒心も体もスッ

対象 町民の男性の方
資格

月額 万７千６００円

ファックス番号︶を明記の上︑
チームとして出場した中島沙貴さ

幼稚園教諭と保育士の両資格を

日︵金︶

町臨時職員賃金規定による

日以内︑午

週５日間︵月〜金曜日︑休
分から午後４時までの
履歴書︑調理師資格証
両募集とも面接日を後日

お知らせします︒

その他

の写し︵お持ちの方のみ︶

提出書類

間の７時間

前８時

校日は除く︶︑月

勤務

︵日額５千７００円︶

賃金

採用日 ４月１日︵木︶︵予定︶

運転免許所持者

のある方を含む︶︑普通自動車

午前 時〜午後１時頃

日時 2月

﹁体に気持ちいい料理﹂講

︵将来調理師資格の取得に意欲

内容

場所 保健福祉センター
話︑調理実習︑試食︵希望者に
筆記道具︑エプロン︑三

は体脂肪測定︶
持ち物

総務室

角巾︵食材料一部１００円自己
負担︶

企画総務課から
申し込み︑お問い合わせ
︵内線２２３︶

臨時職員︵学校公務補︑給食調理
臨時職員として学校公務補︑町

員︶
を募集します
幼児センターから
幼児セ

申し込み︑お問い合わせ

日

します︒希望される方は２月
ンター☎ ︱３４００ ︑教室のこ

内小︑中学校の給食調理員を募集
︵金︶までにお申し込みください︒
▼学校公務補
採用 １人
資格 町内に居住している方
賃金

採用日 ４月１日︵木︶︵予定︶

など大勢上位入賞の快挙を果たし
ました︒

ファックスで︵財︶河川環境管
ん︵東川小６年︶︑松尾菜光︵な

ホテル︑旅館のほか︑今回は町内
６人のネーチャーガイドの皆さん
雪遊びのことならなんでも知っ

を紹介しました︒
ている自然探索案内人のプロです︒
スノーシューを履いて美しい銀世
界を体験できるプライベートツア
ープランの提案が満載︒﹁野生動
物の声を聞きに行こうよ﹂と雪の
大雪山︑冬の銀世界にいざなって
ひがしかわ道草館のほか旭川︑

くれます︒
美瑛など旭川近郊の道の駅︑旭川
空港で無料配布しています︒見か

︱３７６１︶へ︒

お問い合わせは東川町観光協会

けたらお気軽にお持ちください︒
︵☎

る皆さまのところに調査員が訪問し、農林業の経営
状況などの調査票記入をお願いする予定です。ご協
力をお願いします。

※申請から交付まで２週間程度かかります。
ご旅行の際には出発までの期間に余裕を
もって申請しましょう。

円︵小・中学生︶
お申し込み・問い合わせ ２月８

理財団北海道事務所︵札幌︶ま
お︶さん︵東神楽町立志比内小５

優勝したのは３ 人︒中学生男子

で送信申し込み︒Fax０１１
年︶がともに見事トップを勝ち取

日午後５ 時まで︵先着順︶︒住

︱２６１ ︱７９５３ ︑☎０１１

町内の雪遊びの達人を紹介〜パ

ました︒

がそれぞれ３ 位入賞の活躍を見せ

菊地成龍君︵東川小５年︶の３ 人

案君︵東神楽町立志比内小６年︶︑

手で旭川Ａチームのブルックス惟

４ 年︶︑同高学年男子︑団体・組

個人組手で西脇綾乃さん︵東川小

また小学３ ・４年生女子の部︑

ました︒

小６年︶がそれぞれ実力を発揮し

︵ゆみ︶さん︵東神楽町立志比内

坂舞花さん︵東川小５年︶︑優光

体・組手で旭川Ｂチーム出場の宮

東栄高１年︶︑小学生高学年︑団

個人・形で小池孝幸君︵道立旭川

準優勝は３人︒高校生男子の部︑

で準優勝も果たしました︒

りました︒中島君は同組手の種目

︱２６１︱７９５１︵渡邉さん︑

の両日︑登別市

月〜金曜日 午前９時〜午後５時
（土、
日、祝・祭日、
年末年始の閉庁日を除く）

谷さん︑井本さん︶

全道剛柔会空手大会で中島拓也
君・沙貴さん兄妹︑松尾菜光さん

︑

付

平成22年２月１日現在で、全国一斉に“農林業の
国勢調査”といわれる「2010年世界農林業センサス」
が実施されます。
今後の農林業政策に役立てるため５年ごとに実施
している極めて大切な調査です。農林業を営んでい

東川町に住民登録のない方は、
従来どおり上川支庁、北海道の窓口で手
続きが必要です。詳しくは住民登録している各市町村にお問い合わせくだ
さい。
注 意 ！

︵ 東 川少 年 団 ︶
が優勝

月

交

Higashikawa 2010 February
2010 February

15 Higashikawa

昨年

地域活性化・雇用創造協議会

地域活性化・雇用創造協議会

ンフ
﹁ｗａｃｃａ﹂発行

︵藤田裕三会長︶はこのほど︑町

回北海道地区剛

柔会空手道選手権大会で︑東川空

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

役場１階１番窓口
（住民福祉課）
原則として東川町内に住民登録のある方
月〜金曜日 午前９時〜午後４時半
（土、
日、祝・祭日、
年末年始の閉庁日を除く）

「2010年世界農林業センサス」
に
ご協力ください
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