合はきちんと部品を交換︑修理し
て安全に使いましょう︒

年度消防職員を募集します

よって行います︒応募される方は

一般職員

内容をご確認のうえお申し込みく
ださい︒
募集職種︑募集人員
日︵月︶から８

︵男女︑学歴不問︶若干名
月

日︵金︶まで

受付期間 ７月

を﹁上川支庁管内町村職員採用資
試験日

課です︒
試験会場

旭川大学︑旭川大学短

月３日︵日︶

試験日
旭川大学︑旭川大学短

月3日︵日︶

期大学部︑上川合同庁舎等
申込書の配布及び受付期間 ７ 月

います︒
で配布します︵受験資格等は︑

企画課︑大雪消防組合東消防署

までの期間︑東神楽町役場総務

期大学部︑上川合同庁舎等
日︵月︶か

ら大雪地区広域連合事務局︑役

申込書の配布 ７月
場企画総務課
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

観光スポット紹介の
﹁ｗａｃｃａ﹂
第３弾︑夏号発行

年度の大雪地区広域連合職員
４版３つ折りポケット版︑５千部︶

ト﹁ｗａｃｃａ ︵わっか︶﹂︵Ａ

内観光スポットの紹介パンフレッ

日︵日︶午前９時

参加資格 ミニバレー愛好者

会場

旭川地方裁判所事
︱６２６

テライトスペース☎ ︱２６２７

終 戦 引 き 上 げ 時の保 管 通 貨 ︑証
券などを返還しています
函館税関
第２次世界大戦︵太平洋戦争︶
の終戦後①海外から引き上げ時に
上陸地の税関︑海運局に預けられ

リア︶の在外公館︑日本人自治会

旭川労働基準監督署

に預けられたままになっている通

北地方︶︑旧樺太︵ロシア・シベ

貨︑証券などのうち日本に返還さ

た通貨︑証券②旧満州︵中国・東

う職場の安全・安心﹂︱︒職場の

ようリスクアセスメント

れたもの︱のうち︑未返還の保管

７月１日から同月７日までは全

安全管理水準を高め︑自主的安全

めざそ

管理活動を進めましょう︒労働災

学生︶を募集します︒

放送大学はテレビなど放送を利

お近くの税関にお問い合わせくだ

でも可能です︒お心当たりの方は

函館税関監視部統括監視官部門

さい︒
☎０１３８︱ ︱４２４４

す︒募集学生の種類は︑教養学部

退職金の準備は︑一般従業員か

︵独︶勤労者退職金共済機構

制度

ご存知ですか？ 中小企業退職金

︵科目履修生︑選科履修生︑全科

年度に廃止予
定︶からの移行先として︑すでに

退職年金制度︵

手数料の必要もありません︒適格

ができます︒全額非課税扱いで︑

掛け金は国の助成を受けること

さい︒

企業退職金共済制度をご活用くだ

らパートさんまで加入できる中小
修士選科生︶です︒
募 集 期 間 は８ 月

http://www.ouj.ac.jp

送大学北海道学習センター旭川サ

資料請求・お問い合わせは︑放

けています︒

で︒インターネット出願も受け付

日︵火︶ま

履修生︶︑大学院︵修士科目生︑

用して講義を行う通信制の大学で

返還請求は本人のほか︑ご家族

証券類をお返ししています︒
︱５９０１

月生を募集します
年度第２学期の学生︵ 月入

放送大学北海道学習センター

放送大学

督署☎

お問い合わせは旭川労働基準監

害防止を改めて徹底しましょう︒

国安全週間です︒﹁みんなで進め

す

７月１日から﹁全国安全週間﹂
で

７

務局総務課人事係☎

お問い合わせ

同５年４月１日まで生まれの方

夏の交通安全運動

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
油もれ事故は︑油類などが近く
の側溝︑河川に流出すると水質汚
染の拡大につながり︑汚染被害も
大きくしてしまいます︒特に古い
年度職員採用試験︵一次試験︶

格試験﹂によって実施します︒申

送油管や貯蔵タンクを使っている
施設では︑油類の漏えいに十分気
し込みは︑東神楽町役場総務企画
職種︑人員

万一事故が起きてしまった場合

をつけましょう︒
には︑流出被害が広がらないよう
消防職︵２人︵うち

に処置し︑早急に東消防署にご連
救急救命士１人︶︶※大雪消防

試験会場

組合での採用となります︒

花火は迷惑にならない場所と時

絡ください︒

間と 後 始 末
花火は夏の楽しみの一つです︒
しかし取り扱いを間違えると︑大
日︵金︶

①子供だけの花火遊び葉やめまし
申込書と一緒にお渡しする試験

日︵月︶から８月

ょう②風の強い日はやめましょう
案内でご確認ください︶

きなけがや事故につながってしま

③花火の先を人や人家に向けたり︑

︱３

観光地活性化・雇用創造協議会

を募集します︒第１次試験は︑上

︵藤田裕三会長︶はこのほど︑町

川管内町村職員等採用資格試験に

ます

大雪地区広域連合職員を募集し

６９７

地区広域連合企画総務室☎

申し込み︑お問い合わせは大雪

大雪地区広域連合から

燃えやすいものの近くで遊んでは
いけません④花火をするときは︑
水の入ったバケツを用意し︑燃え
かすはしっかり消火しましょう⑤
一度にたくさんの花火に火をつけ
るのはやめましょう︱︒

住宅火災の原因でもっとも多い

コンロの取り扱いに注意
のは︑コンロからの出火です︒コ
点検︑ガスコンロのガスホースの

ンロの周り︑ガステーブル器具の
点検を忘れずに︑劣化している場

︱２１１１︵内線

申し込み・お問い合わせ 役場産

回東川ミニバレー協会長杯

日時 ７月

ます︒

ミニバレー大会の参加者を募集し

第

者を 募 集

ミニバレー 協 会 長 杯 大 会の参 加

１３４︑１３５︶

業振興課☎

苗を寄贈していただきました ＝写
教育課では︑花々を例年通り農

真＝︒
村環境改善センター前花壇に定植

夏号︵第３ 号︶を発行しました︒
旭川近郊の観光情報センターなど

道の駅・ひがしかわ道草館︑札幌︑
で無料配布しています＝写真＝︒
しました︒来場の折にご鑑賞くだ
さい︒

﹁夏を涼しむ﹂をテーマに︑旭
岳︑天人峡を特集しています︒

親子で参加しよう︱夏休みの大

〝パワースポット〟にしている人
が増えている︑という旭岳と︑森

雪山自然観察講座

分開会式︵午前８時 分受け付

さんと一緒に親子で参加してくだ

け開始︶

さい︒講師は町内在住のネーチャ

は昼食の弁当を１個６００円で

参加料 ５００円︵１人︶︑当日

の観察をします︒夏休み中のお子

夏の旭岳で自然と動植物︑昆虫

東川自然保護官事務所

林浴とマイナスイオンたっぷりの
天人峡周辺散策情報も掲載︒旭岳︑
天人峡両温泉地区のランチどころ

ーガイド︑鳥羽晃一さんら2人︒

情報も必見です︒
日︶︑どんとこ

差し込み別刷り版では︑写真甲

旭岳姿見周辺の貴重な自然を詳し

東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター

日︑８月１日︶︑

〜

い祭り︵７ 月

子園︵７ 月
大雪山忠別湖トライアスロンｉｎ

あっせんします︒
申し込み・お問い合わせ 参加料

締め切り ７月７日︵水︶必着

項を記入の上お申し込みくださ

第１回大雪山自然観察講

くガイドします︒
座﹁夏の旭岳で動物と昆虫を探

い︵申し込み用紙はＢ＆Ｇ海洋

8月

試験を行います︒
日︵火︶〜同月

第１次試験 ９月
受付期間 ７月

日︵日︶

年度裁判所事務官の採用Ⅲ種

旭川地方裁判所

裁判所事務官の採用試験

８︱２２０２

の早坂さんは☎０９０︱８７０

を添えて申し込み用紙に必要事
日︵水︶午前８時半

日時

そう﹂
から午後３ 時ごろ︵集合は午前

センターにあります︶︒事務局

テーマ

ひがしかわ大会︵８月８日︶も紹
介しています︒

今年も花の苗を 寄 贈いただきま

8時半︑農村環境改善センタ
ー︶
大雪山旭岳周辺︵姿見の池

人︶程度︵子供は

園地︑旭岳温泉︶※町営バスを

場所

組︵

利用して移動
募集

学齢前の幼児︵年長︶から小学
生まで︶
1組１千５００円から２
千円程度︵調整中︑旭岳ロープ

参加費

日︵木︶

受験資格 平成元年４月２日から

22
Higashikawa 2010 July
2010 July

23 Higashikawa

22

82

ウェイ乗車料金︑温泉入浴代︑
障害保険料含む︶

23

した

６ 月９ 日 ︑ ︵ 有 ︶ 風 花 北 高 原
︵鈴木拓磨社長︶から今年も花の

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

15

▼気をつけよう 二輪車、自転車事故
▼交差点、一旦停止と「右」「左」
▼子供と高齢者の交通事故を防ごう
40

45

51

27

10

18

▼正しくつけよう「シートベルト」と
「チャイルドシート」
10

30
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