︶の３ 人
日

元東川町農協職員︑林敏文

さん

講師
近藤照衣さん☎

Ｗａｃｃａ
︵わっか︶
冬号が出来ま

︱７０５０︵ｆａｘ 兼︶

お問い合わせ

年国政調査以来︑５年ごとの調査

した

一時金

万５千円︵最

年払い併用︵

年以内均等払い︶

︹重度後遺症害者介護料支給︺

貸付金額
初︶︑月額２万円︑入学支度金

など︑主要店舗︑Ｊ Ｒ旭川駅︑旭
川空港︑Ｊ Ｒ札幌駅観光案内所な

山田

重美様
邦夫様

廣田喜代志様
原
愛子様

損傷を受け︑常時または随時介

髄︵せきずい︶︑胸腹部臓器に

自動車事故によって脳︑脊

対象

いて︶

４万４千円︵いずれも１人につ
返還方法

温かい善意ありがとう
ございます

社協だより

月賦︑または月賦と半

どで配布しています︒

氷まつりでディズニーのアニメー
東川町芸術文化招へい委員会

ション映画を上映

回ひが

東川町芸術文化招へい委員会
︵長沢義博委員長︶は第
しかわ氷まつりの期間中︑ディズ
ニー・アニメーション映画﹁トイ
ストーリー３ ﹂︵１０３ 分︑リー

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︒

西町２丁目

︽ご香典の返礼にかえて︾

区

東雲区

中野
靖様

寿之様

榮様

武田

室田

熊倉

区
新栄区

８区

東町３丁目

30

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
区︑高橋昭典さん︵
月

がそれぞれ経済産業局感謝状︑道
知事感謝状を受け︑昨年
役場で伝達を受けました︒

のほか︑事業所・企業統計調査︑
東川町観光活性化雇用創造協議会

西川さんは︑１９９０︵平成２︶

工業統計調査︑住宅・土地・統計
調査︑商業統計調査など︑各種統
計調査に尽力いただき︑経済産業
省経済産業政策局調査統計部長感
謝状︑道知事感謝状を受けました︒
・アンクリッチ監督︑２０１０年
・米国︶を上映します︒ご家族お
日︵土︶午後２時

そろいでご観覧ください︒
農村環境改善センターホー

日時 １月
ル

場所
入場料 ５００円︵幼児除く︶

交通遺児育英資金貸し付け制度
のご案内
︵独︶自動車事故対策機構
自動車事故被害に遭われた方を
対象にした経済的援助として︑交

今月のくらしの相談日
ご案内
毎月第３木曜日午後１時
半から同４時まで︑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︒

久子

6日㈭、27日㈭は入れ替えのため休館

粟飯原さんは︑１９７２︵昭和
︶年に商業統計︑農業基本調査
に従事して以来︑同様に毎回の国
勢調査など︑多くの統計調査に尽

︶両年の国

高橋さんは︑１９８０ ︵昭和

力いただきました︒
︶︑１９８５︵同
東川町観光活性化雇用創造協議
会︵藤田裕三会長︶はこのほど︑
町内観光地紹介パンフレット﹁Ｗ
ａｃｃａ ︵わっか︶﹂冬号︵Ａ４
版３ つ折り︑無料︶を発行しまし
通遺児の方に対する育英資金貸し
付けなどを行っています︒
︹交通遺児等育成資金貸し付け
自動車事故によって保護者

︵無利子︶︺
対象

11

12

勢調査をはじめ︑農業基本調査︑
世界農林業センサスなどに尽力し
ていただきました︒

東川９条の会

憲 法 学 習 会を 開きます

﹁スノーシューでこの冬過ごし

た︒
てみない？﹂をテーマに︑旭岳︑

﹁ＴＰＰ﹂︵環太平洋戦略的経
済連携協定︶をテーマに︑協定へ

天人峡温泉では町内のネーチャー

天人峡温泉の紹介をしています︒

の参加で北海道農業はどうなって
日︵土︶午後６時半

いくのかを考えます︒
日時 １月
の方が亡くなり︑または重い障

紀行・佐々木正祐（同）

ガイドと一緒に歩く各種プログラ

日 大石
20

▼小学生高学年男子 ①矢澤佑冴

〜同８時半

月

▼同女子 ②岡﨑みずほ（同）

害を残すことになったご家庭の

澤、照井、林、尾上）

ムも用意してます︒

▼２部 ③高橋寛光・狩野敬一（旭永

場所 農村環境改善センター

浦崎、大槻、原子、今野）③同Ｂ
（森、矢

お子さん︵零歳から中学校卒業

川中・美深高等養護）

まで︶

◆中学生バレーボールあいべつ大会

４ 千部を用意しました︒町内は

▼小学生高学年 ①剣龍会Ａ（岡﨑、

道の駅道草館︑キトウシ森林公園

・東川養護）④鳥本匡洋・大塚奈々
（東

定員 なし

生として４年間以上在学し︑所定
単位数を習得すれば学士の学位を
学びたい科目だけを１ 学期間

取得できます︒
︵半年間︶または１年間だけ履修
歳以上で

する選科・科目履修生として入学
あれば可︶︒

することも出来ます︵

神楽２−１東川

参加料 １００円

護を要する一定の要件に該当す
る方
万６千８８０

障害程度によって２万９

千２９０円から

支給額
円︵月額︶︑短期入院費用別途
支給
自動車事故対策機

◆遠軽地方青少年剣道大会（ 12 月 5
ツセンター）

構旭川支所☎ ︱０１１１

▼高学年 ①東川錬成館

○28日㈮〜2月10日㈭
・旭正写真愛好会作品展
・第61回アサヒ全北海道写真展

★年齢に関係なく、どなたでも参加ＯＫ！
‐絵本の読み聞かせと手遊びなど‐
後半は簡単な工作と参加者同士の交流を お問い合わせ
楽しみましょう。
「おはなしの会ピッピ」
（申し込み不要、会費はありません）
三上さん ☎82−2809
杯少年大会（11月21日・と馬長スポー

お問い合わせ

にちじ：1月20日(木) 午前10時半〜同11時半
ばしょ：文化交流館絵本ルーム
◆第2回旭川ナナカマドライオンズク

特定の科目群を履修して体系的

▼女子１位リーグ（Ｄ−Ｆ）②東川（１勝１

な特定分野の学習を習得する﹁放

28日・旭川市立六合中ほか）

東川２−０美瑛

道の苦情審査委員制度をご存知
群履修認証制度︶もあり︑生涯学

▼女子決勝

送大学エキスパート﹂制度︵科目
道政相談センター

◆旭川地区中学1年生大会（11月27、

82

修生︑選科履修生︑全科履修生︶

20

○7日㈮〜26日㈬
・写真甲子園OB/OG展
・TOKYO−TODAY寄贈写真展

【剣道】

ですか
習︑地域貢献のために活用するこ
とも出来ます︒

北海道苦情審査委員制度は道の
業務︑制度に対する苦情を審査す
特長を生かして通信制大学院へ
の進学も可能です︒

る制度です︒苦情申し立ての窓口
は道庁の道政相談センター︑各総
募集の種類

○教養学部︵科目履

合振興局の道政相談室です︒所定

○大学院︵修士科目生︑修士選

の苦情申立書に申し立て内容を記
科生︶

放送大

入してお送りください︒申立書は
日

同センター︑相談室に備え付けて
出願期間 ２月

学北海道学習センター︵〒０６

資料請求・お問い合わせ

０︱０８１７ 札幌市北区北17

送り先︑お問い合わせは︑北海
道総合政策部知事室道政相談セン

崎、伊東）②同Ａ
（照井、小林、山内）

０歳 からの おはなし会
東町１丁目19-8 ☎82-4700

15

＆Ｇ海洋センター）

▼同女子 ③照井杜稀矛（同）

【バスケットボール】
新人戦東川大会（11月21日・東川町Ｂ

います︒

ター︵札幌市中央区北３ 条西６丁

条西８丁目︑北海道大学構内︶

http://www.ouj.ac.jp

ます︒

ホームページでも受け付けてい

☎０１１︱７３６︱６３１８︑

目︑☎︵直通︶０１１︱２０４︱
５０２２

放送大学の学生募集
放送大学北海道センター

▼１部 ①高野純平・前佛理恵（旭工高

Higashikawa 2011 January
2011 January

31 Higashikawa

来年度の放送大学第１学期学生
テレビ︑ラジオ放送を利用して︑

を募集します︵４月入学︶︒
どなたでも大学教育を学ぶことが
出来る正規の大学です︒全科履修

▼女子決勝

29

15

12

（同）
◆上川中央地区中学生バレーボール

東川町文化ギャラリー展示案内
敗）

17

養護）⑤小沢光雄・田丸望（同）⑥千葉

東川２−０美瑛

1
東川２−０鷹栖

▼同女子 ①剣龍会女子Ｂ
（岡﨑、山

11

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

小浜、渡辺、大槻、尾上）

55

60

13

11

▼３部 ④串田和哉・小関一矢（東川

▼中学生男子 ③小浜空（剣龍会）
▼女子決勝リーグ戦

〔個人〕
山南中・東川高）
ー）

40

37

◆上川選抜中学校大会（12月５日・旭 〔男女混合〕
川市立六合中ほか）
◇ダブルス

（ 12 月 11 日・愛別町Ｂ＆Ｇ海洋センタ

15

22

15

第46回旭川地区教職員大会（ 12 月４ 〔団体〕
▼中学生男子 ①東川剣龍会（中内、
日・旭川実業高体育館）

【バレーボール】

28

日・遠軽町総合体育館）

【バドミントン】

各種大会成績

25

47

55

