ら佐藤安弘道立大樹高校長︑東

校長︑東川高校長には大樹町か

◆東川養護学校

栄高校同︶

教諭︶▼同

▼同

下田幸代︵定年退職︶

事︑川村寛悟▽地域活性課地域
川養護学校長には千葉紀行道立

嶋宮光広

︵美深高等養護学校教頭︶▼同

護学校校長︶▼教諭

松下高広︵雨竜高等養

黒川朋寛︵旭川東

上津隆路︵岩見沢西高校

づくり推進室同︑落合加波▽保
七飯養護学校おしま学園分校教

▼教諭

︵住民福祉課同︶大泉修▽都市
健福祉課社会福祉室同︑佐藤紫

川中には森雅則下川町立下川中

建設課長︵東川町教育委員会生
穂

産業振興課商工観光振興室主

涯学習課同︶高木雅人▽企画総

︵税務課長︶竹部隆▽同課主幹

務課総務室長︵地域活性課地域

東川町人事異動
を含む町長部局︑町教育委員会
頭がそれぞれ着任しました︒

町は４月１日付けで機構改革
の人事異動を行いました︒職員

︻退職︼
校長

づくり推進室主任︶古高正▽保
㌻＝▽地域活性課副

幼児センター園長︑山下由紀
夫＝関連
立崎喜

坂本眞一郎︵札幌養護学校もな
久恵︵美唄養護学校同︶▼同中

み学園分校教諭︶▼同
村貴子︵美瑛町立美瑛小学校同︶

岸政継︵東川町立東川

第二小学校教諭︶▼同
▼同

鎌田隆

仙︵旭川市立朝日小学校同︶
藤島信行︵定年退職︶▼

◆東川第一小学校

教諭

︹転出︺
◆東川小学校

異 動 数 は ︑ 課 長 職９ 人 ︵ う ち 昇
務課総務室同︶佐藤文泰▽定住

級１人︶︑室長職︵課長補佐級︶ 健福祉課社会福祉室同︵企画総
主幹︑麻下修▽幼児センター主

８ 人 ︵ う ち 昇 級６ 人 ︶ ︑ 国 ︵ 総
任調理師︑大川利夫▽企画総務

促進課住まい室同︵都市建設課
課付主任︑田中朱実

務庁︶転出１人︑道出向１人︑
▽産業振興課農林振興室同︵東

定年退職２人︑任意依願退２人︑ 公共施設管理室同︶矢ノ目俊之
新 規 採 用３ 人 で す ＝ 行 政 事 務 機
川町教育委員会生涯学習課教育

別小学校教頭︶▼教諭

推進室副主幹︶武田恒明▽同商

行︵中富良野町立西中小学校同︶ 務主任
松原秀雄

竹本隆︵定

これまで住所変更や各種届け
教育課長︵東川町産業振興課

務主任︶▼公務補

構図はとじ込み別表を参照＝︒

主幹︶片山孝司▽子ども未来課

年退職︶▼介護員

鈴木伸

富田正實︵美瑛町立明徳

伊藤

鷲田好克︵滝川高校事

飯養護学校寄宿舎指導員︶▼事

小野寺純子︵七

工観光振興室同︵産業振興課商

▼同

寄宿舎指導員

工観光振興室主任︶窪田昭仁▽
長︵東川町立診療所事務長︶森
小学校教諭︶

東川町教育委員会
︵４月１日︶

出︑保健・福祉担当の住民福祉

田栄▽幼児センター園長︵幼児

田中緑︵当麻町立宇園

課を﹁定住促進課﹂﹁保健福祉
都市建設課まちづくり推進室同
センター副園長︶伊藤和代▽子

教頭

課﹂の２課に分割しました︒
︵都市建設課まちづくり推進室

各種届け出︑公営住宅︑移住
受け付け担当は﹁定住促進課﹂︑ 同︶金山裕之▽企画総務課総務

代田小学校教頭︶▼教諭

︵同︶

育て担当︵幼児センター事務長︶

◆東川第二小学校

千田浩一朗▽同同＝学童保育担

ども未来課子育て支援室長＝子

興室同︶佐々木貴行▽産業振興

高美紀︵同末広北小学校同︶

◆東川第三小学校

教諭
菅

米澤晶

安田朋樹︵富良野市立

布部小学校教諭︶▼同
子︵同扇山小学校同︶▼同
野里沙︵同富良野小学校同︶

吉田顕康︵旭川市立愛

宕小学校校長︶
本間修司︵富良野市立

◆東川第一小学校
教頭

◆東川中学校

校長

︹転入︺
◆東川小学校

保健・福祉担当は﹁保健福祉課﹂ 室主任︵産業振興課商工観光振
課農林振興室同︵住民福祉課住

４月１日付けで町内各学校教

筒井章夫︵旭川市立千

になります︒住民室は定住促進
裕一︵同近文小学校教諭︶▼同

管理室主事︵都市建設課まちづ

教頭

課に配置換えし︑同課内に新た
当︵同主任保育士︶小林利津子

収納室主査︵大雪地区広域連合︶

民室同︶塚原裕美▽税務課税務

教育委員会は︑生涯学習課を

に﹁住まい室﹂を設けました︒

くり推進室主事︶下込純平▽定

教職員の異動

義務教育以外の子育て全般を担
員︑一般学校職員の人事異動が

﹁教育課﹂に課名変更しました︒ 朝倉祥貴▽都市建設課公共施設
当する担当課として︑幼児セン
ありました︒東川中鍛治川明︑
鍛治川明︵定年退職︶

住促進課住まい室同︵税務課税
校長

務室同︶村上幸太郎

直宏︵名寄市立名寄南小学校同︶

ター内に﹁子ども未来課﹂を新
遠山正朗︵旭川市立広

設︒﹁子育て支援推進室﹂を設
▼教諭

◆東川第二小学校

後藤

陵中学校教諭︶▼同

樹海小学校教諭︶▼教諭

︵名寄市立名寄中学校同︶▼事

東川高和田一彦両校長がともに
定年を迎えます︒東川第三小吉

︻派遣︼
田顕康校長は旭川市立愛宕小校

けて職員を配置しました︒
大雪地区広域連合︵東川町産

法志小学校教頭︶▼教諭

島田篤史

業振興課主査︶高石大地▽北海
徳小学校事務職員︶

継︵東川町立東川小学校教諭︶

保健福祉課長︵住民福祉課主

東川町︵４月１日︶

は雨竜高等養護学校長に転出︑

道︵企画総務課企画財政室主任︶ 長︑東川養護学校松下高広校長

◆東川高等学校
和田一彦︵定年退職︶

彦

▼同

岸政

岸本研二︵東神楽町立東

松

下

高 広

お世話になりました
一

お世話になりました
田

前北海道東川養護学校長

和

前北海道東川高等学校長

校長

上西信昭︵利尻町立仙

代わって第三小には東神楽町立

明

教頭

大角猛▽内閣府︵税務課税務室
志比内小学校菅原敏光校長︑東

前東川中学校長

鍛 治 川

椎名俊文︵美瑛町立明

幹︶杉山昌次▽税務課同︵都市
主査︶竹田慶介

康

くくりは〝写真と水の町〟東川町

川︑札幌︑帯広︑愛別そして締め

十勝の音更高校を振り出しに︑旭

した︒東川町の皆様にたくさんの

吸い込みながら出勤した２年間で

そして澄んだ空気を胸いっぱいに

大雪と十勝の山々を見ながら︑

最後の二年間︑伝統輝かしい東

この３月で定年退職となります︒

川中学校で勤務させていただきま

このたび定年を迎えて退職する

務職員

建設課長︶増田善之▽東川町立

︻新規採用︼

田 顕

前東川第三小学校長

吉

このたび︑旭川市立愛宕小学校

お世話になりました

診療所事務長︵企画総務課総務

菅原敏光︵東神楽町立

森雅則︵下川町立下川
水上仁美

ありがとうございました

室長︶大野勝治▽定住促進課長

聖小学校同︶
校長

◆東川第三小学校
志比内小学校校長︶
校長

◆東川中学校
中学校校長︶▼教諭
上西豊春︵上富良野

︵愛別町立愛別中学校教諭︶▼
事務職員
町立上富良野中学校事務職員︶

人よく︑水清く︑米のうまい大

ことになりました︒

好きな町︑学校に強い愛着を持つ

ご支援をいただきましたこと︑心

に異動することとなりました︒

矢部美香︵旭川商

より感謝申し上げます︒

佐藤安弘︵大樹高校校

◆東川高等学校
校長
長︶▼教諭
大森善幸

と︑とても恵まれた教育環境の中

業高校教諭︶▼同

で勤務することができました︒特

今年１月に韓国に行き︑釜山市に

した︒ふと振り返ると︑﹁縁﹂と

に東川高校では︑毎朝の出勤時に

ある私立恩愛学校︵特別支援学校︶

いう言葉が重なります︒まさに︑

迎えてくれる秀峰旭岳︑四季折々

人情厚い地域︑協力的な保護者︑

人との出会い︑めぐり合わせの中

に変化を見せる田園風景︑校内に

住民︒恵まれた環境の中︑町教委
をはじめ︑各関係機関のご理解と

での生活でした︒

際教育中核校︑学校教育目標の改

この二年間︑開校百十周年︑国

いただきました︒朝読書の集中度︑

﹁感動﹂において大きな想い出を

別な時期に﹁学び﹂﹁思いやり﹂

い間でしたが︑教職生活最後の特

みなさんとのつき合いはほんの短

その中で︑東川中学校の生徒の

くださいました東川町の皆様には

の皆様︑物心両面に渡ってご支援

え協力してくれた保護者︑同窓会

徒たち︑一生懸命学校のことを考

入ると明るく元気で人懐っこい生

川町ではすでに韓国との長い交流

も計画されていくと思います︒東

め︑児童生徒︑教職員の人的交流

ら始まりますが︑文化交流をはじ

られます︒具体的な交流はこれか

と姉妹校提携を結んだことが挙げ

在任中の大きな出来事としては︑

御協力のもと︑三小の学校経営に

伊丸岡

︵旭川西高校同︶▼同
圭一︵旭川東高校同︶

◆東川養護学校
千葉紀行︵七飯養護学

定等︑大きな節目と新たな歩みを

の歴史がありますことから︑今後

携わることができましたことにお

校長

川崎史︵網走養

課題に教育活動を推進してまいり

本当にお世話になり感謝の言葉も

校おしま学園分校教頭︶▼教諭

進泰助︵旭川

落ち着いた学習風景︑体育祭や東

ありません︒

礼申し上げます︒

成田有希︵旭

中祭で目の当たりにした学級の団

学校同︶▼同

相馬敏正︵雨竜高等養護

護学校同︶▼同

ました︒﹁夢の学校﹂を目指す子

結力︑部活動の力等々⁝︒

相茶直哉︵拓北養護学校教諭︶

聾学校同︶▼同

供たちの笑顔とやる気一杯の姿に

▼同

川養護学校同︶▼同林みち代

一喜一憂しながらの毎日でした︒

ともいろいろとご支援を賜れば幸

︵星置養護学校同︶▼寄宿舎指

２年間の短い期間でしたが︑今

伊藤郁乃︵今金高等養護

導員

祈り申し上げます︒

町民の皆さまのご多幸を心よりお

感慨もひとしおです︒町の発展と

短い期間でしたが︑公私ともに

後は東川町を応援する一人として

いに存じます︒
東川高校はもとより東川町のます

なによりも感じていることは︑

すべてを良き想い出として心に
﹁子どもは地域の宝﹂という思い

刻むことができました︒感謝の気

柳川

本当にお世話になりました︒校長

加納

としての初めての赴任地でもあり︑

学校寄宿舎指導員︶▼同

ますの発展を祈念しお礼といたし

龍一︵同同︶▼事務主任

持ちを込めて退任の挨拶といたし

に充ち満ちた中で過ごさせていた

ます︒

一志︵旭川南高校事務主任︶▼

離任の挨拶といたします︒

たちの健やかな成長を御祈念し︑

東川町のますますの発展と子供

ます︒

松原

竹

深谷美枝子︵旭川農

だいたことへの感謝の念です︒

専門主任

業高校専門主任︶▼公務補
本隆︵再任用︶▼介護員
秀雄︵再任用︶

ありがとうございました︒
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