専門支援職員︑作業療法士︑鈴
木多磨子さん

クリスマス会を開きます
もうすぐクリスマス︱楽しいク

月

日︵金︶午前

時〜

リスマス会を予定していますので︑
日時

親子でご参加ください︒
時半

んでいたお互いの悩みを共有した

交流を通じて︑ひとりで抱え込

う言葉が用いられているが︑各地
でセンター方式への切り替えが進

日東京
む中︑自校方式の学校給食システ

月

人が受賞しました︒
ムを決めたこと︑幼児センターの

全国１２７ 人が受賞し︑道内４
で行われた表彰式に出席し︑藤村

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

修厚生労働副大臣から表彰を受け

月以来

行政の振興と充実に力を尽くしま

いう中で︑事務局職員が教育情報

日︵日︶午後３時〜

回社会を明るくする運動北

日大雪クリスタルホール

１９７５︵昭和 ︶年８月︑有

川上会長が伝達を受けました︒

︵旭川︶で授賞伝達式が行われ︑

月

るみ知事︶感謝状を受賞しました︒

海道推進委員会︵委員長・高橋は

が第

東川町防犯協会︵川上隆司会長︶

動で感謝状

防犯協会が社会を明るくする運

す︒

ターに蔵書の充実を進める予定で

学校４校︑東川中学校︑幼児セン

この寄付金を原資として︑町内小

の寄付をいただきました︒町では

って﹁学校図書の充実に﹂と多額

松岡前委員長からは︑退任に伴

きな思い出﹂などと話しました︒

幼保一元化を実現できたことが大

牧 さん ︑国 保 功 労 者 として厚 生

洋信前教育委員長に対して

任期満了に伴って退任した松岡

町感謝状

松 岡 洋 信 前 教 育 委 員 長に

ました︒

労 働 大 臣 表 彰を 受 賞

国民健康保険の広域保険者とし

て本年度厚生労働大臣表彰を受賞
しました︒
１９７９︵昭和 ︶年から 年

日︑町は感謝状を贈りました︒

間にわたって国民健康保険事業の
運営に貢献されています︒永く東
月

川町国民健康保険運営協議委員と
︶年
年間にわ

年間にわたって町教育委員

６期

１９８６ ︵昭和

力され︑２００４︵平成 ︶年大
として在任し︑その間

して本町の国民健康保険事業に尽
雪地区広域連合国民健康保険組合

した︒

の発足後は︑運営協議議員︵会長︶ たって教育委員長として町の教育
として全国初の構成町間の保険料

を良く把握し提案してくれた﹂と

﹁５人の合議で審議し提言すると

松岡市郎町長から感謝状を受け

率統一実現など時機に応じて手腕
︶年から国民健

康保険運営協議会会長連絡協議会

２００７︵同

を発揮してきました︒

委員に就任︒市町村間の国保運営
振り返りました︒

月

農村環境改善センター多目
千円︵前売り︑当日と

フレンドシップながさ
事務局☎０９０︱

東川町バドミントン協会
回東川町内郵便局長杯バド
ミントン大会を開きます︒町民の

第

会を開きます

町 内 郵 便 局 長 杯バドミントン大

︱９８１０︵菊地︶

︵下込︶︑☎０９０︱２０５４

０ ９ ０ ︱６ ６ ９ ５ ︱１８ ２９

５９８７︱２８６４︵今野︶︑

お問い合わせ

わ︑道の駅道草館︑各協賛者

取り扱い

券付き︶

も︑高校生以上５００円の飲食

チケット

的ホールなど

場所

同８時終了︵予定︶

日時

に寄付する予定です︒

ています︒収益金は歳末助け合い

ント︑アニメ映画上映会を予定し

当たる大抽選会︑お菓子のプレゼ

︵商工会青年部︶︑地元特産品が

出演︑ビールなどの飲食コーナー

﹁今でこそ学校給食で食育とい

協議会連絡調整︑運営などに活躍
しています︒

奏＝イコロ︵町内の子育てママ
さんアンサンブル︶
無料︑申し込み不要︵当

日直接おいでください︶

参加料
下関さん︵自宅☎

︱５１７２︶

お問い合わせ

ヨ ガ サ ー ク ルの 会 員 を

︱６２６５︵Ｆａｘ 兼︶

ーポイント

３部︶︑小学生︵男女︶︑ラリ
小学生４００円︑中学生
月８日︵水︶

９００円︑一般千３００円

参加料
締め切り

申し込み︑お問い合わせ 金沢さ
ん☎０９０︱２０５１︱４５３
１

地 上 デジタル 放 送 相 談・説 明 会
総務省テレビ受信者支援センター

を開きます
来年７月で地上波デジタル放送
に完全移行するテレビ放送に関す
る相談・説明会を開きます︒地デ
ジに関して分からないこと︑お困

日

現在放送しているテレビの地上

りごとにお答えします︒
波アナログ放送は︑来年７月

で終了します︒テレビは︑その後

地上波デジタル放送︵地デジ︶に
切り替わり︑従来のテレビ︵ブラ
ウン管方式など︶は︑そのままで
月

日︵月︶

は放送の視聴をできなくなります︒
▼説明会 ①

午前９時半〜正午︑午後１時〜

日時

月

日︵火︶午前９
時〜正午︑午後１時

時半▼相談会

同５時②同月
時半〜同
日午前

テレビ受信者支援

役場１階第１小会議室

〜同５時

☎

︱６４５０

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
いて町民の皆さまからご意見をお
聞きするとともに︑小篠准教授の
グループに依頼して︑基本計画案
月 日︵日︶午後１時から

を作成しています︒
日時
場所 役場大会議室
北海道大学大学院工学研究

院研究生︑加藤誠氏の講演﹁新

内容
同
場所 支援センタープレイルーム

しい小学校に求められるもの﹂
︵仮︶︑東川小学校等基本計画
対象 家庭にいる親子
て東川︑東神楽︑美瑛３町で運営
している大雪地区広域連合国民健

参加するお子さんの人数

日︵金︶午前

志の方々で自主的活動を始めて以
り︑同じような問題を抱えている

︶が国民健康保険功労者とし

分のプレゼントを各自用意して

を作りましょう︒
月

来︑町内の安全と町民皆さんの防
人の町内の情報なども分かるよう

︵

康保険運営協議会の牧清会長

除外︶

持参︵３００円相当︑食べ物は

持ち物

定員 特になし︵要予約︶

案の中間報告︵小篠隆生准教授︶

幼児センターから

︱５１０

申し込み︑お問い合わせは地域
子育て支援センター☎
０

お正月用しめ縄を手作りしまし

対象
正午
子育て支援センタープレイ

組

お正月用しめ縄作り

ルーム

場所
内容
定員

時〜

新しい年に向けて素敵なしめ縄

ょう

でいる方に聞いてほしい講演です︒

子供の育ち︑発達に迷い︑悩ん

﹁子育て講演会﹂
を開きます

子育てで大切にしたいこと︑かか
日時

家庭の親子

わり方の具体的アドバイスも聴け
ます︒お子さんと一緒にご参加く
ださい︒

時〜
講師 宮崎美智子さん

日︵金︶午前
材料費 ７００円程度
ホチキス︑霧吹き︑はさ

子育て支援センター プレ
み

持ち物

時

分

月

対象 子育て中の方ほかどなたで
も
日時
同
場所
なし︵ただし要予約︶

イルーム
定員
託児室を用意します︒申

犯意識を高めるために地道な活動
になってきたといい︑その活動が

し込み時にお知らせください

その他

を続けてきました︒日ごろの活動
福祉のまちづくり推進に寄与する

北海道子ども発達支援事業

講演 ﹁子育てとは﹂

が社会を明るくする運動に貢献し

講師

たとして認められました︒社会を
ものと評価されました︒

ヨガで心と体の健康サポートを

ナチュラルヨガサークル

募 集し ます

しましょう︒縮んだ筋肉を伸ばし

団体・施設︒道北地

方からは旭川市内の１個人１団体

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

分間︑

毎週土曜日午後６時半から
同８時ごろまで︵１回約

日時

たでも参加できます︒

待できます︒男女を問わずどな

善︑体内の活性化を促す効果を期

て緊張をほぐし︑全身の血行を改

とぼだい樹の会の３ 団体︵個人︶

部門で道内

公共的施設︑活動︑福祉用具の３

同コンクールの本年度受賞は︑

明るくする運動として知事感謝状
を受けたのは町内団体で初めてで
す︒

賞を受賞

ぼだい樹の会︑福祉のまちづくり
です︒

親 子ふれあいイベント︑
わくわく
フェスタを開きます
幼児センター先生と
父母の会教養委員会

対象

月４回程度︶

大道芸のジャグリング︑マジック

会費 ３千５００円︵４回︶

親子で楽しいクリスマスを︱︒
ショー︑リコーダー演奏のほか︑

さん☎

貞木香織里さん

どなたでも

ストロー笛を一緒に手作りして︑

時か

講師

日︵日︶午前

申し込み︑お問い合わせ 中村勲

ましょう︒

みんなで合奏する計画もしていま

日時 １ 月

30

皆さんの親ぼくを兼ねた大会です︒
お気軽にご参加ください︒

13

す︒お子さんと一緒に楽しく遊び

樹の会︵鶴岡恒男会長︶が本年度

パーティー

東川中体育館

ｉｎ Ｘｍａｓ﹂開催!

﹁ＬＩＶＥ ｄｅ

日時

50

12

センター相談グループ︵旭川︶

お問い合わせ

場所

14

町内の男性介護者の会︑ぼだい
の北海道福祉のまちづくりコンク

ら正午

会場

場所 幼児センタープレイルーム

東川イベントサポートクラブ

男女各ダブルス︵１︑２︑

24
12

ールの活動部門で北海道福祉のま
ちづくり賞を受賞しました︒

東川イベントサポートクラブ主

町内に在住︑またはお勤め

種目

者が認めた者

の方︑町内の学校在学生︑主催

月 日︵日︶午前９時から
年の元

①マジック＝ミスター西垣

資格

︵マジシャンキャリア

催のライブコンサート﹁ＬＩＶＥ

出演

ｄｅ

町内で親や妻を介護する男性の

警察官︑プロ直伝の本格派︶②

方が増えてきたため︑介護の負担

ジャグリング＝かっしー︵東川

町内外アマチュア音楽グループ

Ｘｍａ

軽減︑互いの情報交換や交流︑料

出身のコメディーパフォーマー︑ ｓ ﹂を今年も盛大に開きます︒

パーティー ｉｎ

理教室で家事技術の習得をして精

全道で活躍中︶③リコーダー演

12
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神的負担を互いに軽減し合うなど
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10
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を目的に２年前に発足しました︒
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12

20

31

82

Higashikawa 2010 December
2010 December

21 Higashikawa

14

54

19

12

15

16

90

19

10

10

10

20

10

21

85

10

73

82

15

24

24

19

17

10

15

23

12

30

12

11

12

12

11

