月間から１年間︒通年で申し込み
を受け付けています︒案内書をご

車整備科︑印刷デザイン科︑色

▼

お問い合わせは統計課労働統計
お問い合わせはＮＨＫ学園︵東

請求ください︒

彩デザイン科︑建築技術科︑造

上川町︑高野ランドスケーププ

がる﹂﹁所有と利用の分離を進め︑
農地も利用権という考え方を導入
すれば︑後継者問題の解決にも応
用できる﹂などと魅力的な地域活
性化への具体策を指摘しました︒

強調月間です

８月は北方領土返還要求運動の
北海道総務部北方領土対策室
８月は﹁北方領土返還要求運動
強調月間﹂です︒期間中︑道内主
要観光地︑交通拠点︑道内の総合
振興局︑振興局︑役場には署名コ
ーナーがあります︒皆さまの署名
で︑北方領土返還運動をいっそう
力強く進めましょう︒

社協だより

６月 日から７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︒

温かい善意ありがとう
ございます

▼▼▼

グループ☎︵直︶０１１︱２０４
京都国立市富士見台２︱ ︱２︶
☎︵代︶０４２︱５７２︱３１５
１

月１日︵火︶から同月

年度の新規学生を募集します︒

道立旭川高等技術専門学院

来年度の新規学生募集

期間

適切にお答えするため︑お悩み

システム制御技術科︑自動

日︵日︶

の債務状況に関する資料として︑

科目

ジャズナンバー︑歌謡曲のカバ

ランニング㈱主催の﹁２０１１石

で開いた東川町産業振興懇談会で

て﹁外から人とカネを入れる方

状況になってもおかしくない﹂

北方領土はわが国固有の領土で
す︒歯舞群島︑色丹島︑国後島︑
択捉島４島の早期返還実現は長年
の悲願です︒

その他行事

中田 秀夫様
宇佐見 昇様
作家
子様
佐藤 忠士様

︽ご香典の返礼にかえて︾
南町１丁目
東倉沼区
南町２丁目
区

今月のくらしの相談日
ご案内

日

西多

孝道

相談日を設けて毎月第３
木曜日午後１時半から同４
時まで社協相談室で開いて
います︒今月の相談日と相
談員は次のとおりです︒

月

国土交通省旭川空港出張所（〠071-1562 東神楽町東２線15号96）☎83-2541

16
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所で受け付けを行います︒お気軽
︱５１４６

をお願いします︒

にご参加ください︒みんなで地元

当日は午後２時から東川神社社務

のお祭りを盛り上げましょう︒
お問い合わせは︑忠別みこし会

北海道財務局
ッシングなど各種ローンの複数債

クレジット︑消費者金融︑キャ

悩みの方の相談会

事務局︵役場都市建設課内︑池田︑ 消費者金融などの多重債務でお
工藤︶☎︵内線２３６︑２３７︶

おおたか 清 流 ライブコンサート
を開きます
務返済にお悩みの方のため︑多重
相談は無料です︒秘密は厳守しま

債務巡回無償相談会を開きます︒
す︒

ー曲︑アニメソングから自作曲ま
高校を卒業した方︵ 年３

形デザイン科

年４月から２カ年

︱６６６７

石狩川上流・未来への森づくりプ

ん︶☎

学院︵担当︑上野さん︑竹浪さ

お問い合わせ 旭川技術高等専門

訓練期間

力を有する方

月卒業見込み含む︶︑同等の学

資格

契約書︵写し︶︑利用代金請求書︑

日︵水︶午前

時半

取引明細書︑その他ローン借り入
日時 ８ 月

れ資料をご持参ください︒

で︑アカペラでノンジャンルの曲
日 ︵ 木 ︶ 午 後７ 時

多重債務者相談窓

美瑛町役場相談室︵美瑛町

〜午後５時
会場
本町4丁目︶
お問い合わせ
口☎０１１︱８０７︱５１４４︑
５１４５︵予約︑相談とも︶

ＮＨＫ学園
狩川上流・未来への森づくりプロ

上川町

生涯学習通信講座の受講生を募
ジェクトｉｎ 旭ヶ丘﹂参加者を募

ロジェクト参加者募集

集しています︒講座は趣味から資

日本経済新聞社札幌支社の新海英

石狩川の上川中部圏流域に暮ら

集します︒

歳未満の

歳未満の者︵航空学生
歳以上

は同日現在
孝編集部長が講演し︑新日本大震

向に舵を切るべき﹂と地域活性

災と今後の人口減少社会に向け

随時②自衛官候補生女子︑一般

①自衛官候補生男子は

曹候補生︵男女︶︑航空学生は

事業の減少が進んでいる︒道内総

齢化︑貯蓄率の急速な低下︑公共

﹁日本は人口減社会の到来と高

の６者が開きました︒

東川町商工会︑東川町農業委員会

上川中央ＮＯＳＡＩ︑東川町農協︑

東川町議会︑東和土地改良区︑

化への提言を話しました︒

①自衛官候補生男子は受

日︵土︶④航空

日︵金︶

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

との前提の上で﹁震災後︑日本

生産の減少は全国に比べて深刻な

自衛隊旭川地方協

は大きな構造変化が来ている﹂

いることが経済の自由化につな

指摘︒﹁自由にさまざまな人が

い都市構造への変革の必要性を

と新しいビジネスモデル︑新し

︱０６４８︑

川市春光町︶など

会場

学生は９月

１回試験９月

日︵月︶③一般曹候補生は第

け付け時に通知②同女子は９月

試験日

９日︵金︶

いずれも８月1日︵月︶〜９月

受付期間

者＝高卒︑高校卒業見込み含む︶

歳以上

受講期間は︑内容に応じて３ カ

以上です︒

格の取得まで幅広く２００コース

ＮＨＫ学園受講者の募集

24

力隊南地区隊☎

お問い合わせ

20

叢舎
おおたか清流︵しずる︶さんのラ

東京を中心に活動している歌手︑
イブコンサートを開きます︒

36

を披露します︒
８月

澤田さん☎

︱４

叢舎︵くさむらや︶＝西

︵開演︶

日時

号北

場所

お問い合わせ

入場料 ２千円︵要予約︶
４１６

北海道総合政策部地域行政局

毎月勤労統計特別調査のお願い
厚生労働省は常用労働者を１人
日現在の毎月勤労統

から４人雇用している事業所を対
象に︑７ 月
計調査特別調査を行います︒
８〜９月にかけて対象事業所に
統計調査員が訪問します︒ご協力

す住民協働の森づくりを進めよう
というものです︒
上川町農業公園︵上川町字

日時 ９月 日︵日︶午前９時

24

役場企画総務課︵内線２２２︶

日︑東川町農協大ホール

16

場所
第Ⅰ部︑森の庭づくり︵上

菊水︶
内容
野ファーム代表︑上野砂由紀さ
ん︶︑第Ⅱ部︑森の案内人・笠
康三郎さん＝日本データサービ
ス㈱︵札幌︶緑地計画室長＝
日︵金︶

のフットパス＆ 植樹
締め切り ８月
上川町

産業経済課農林水産グループ☎

申し込み・お問い合わせ
０１６５８︱１２１１

自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

自衛官の募集
自衛官候補生︑一般曹候補生︑

７月

の講演

航空学生︑看護学生を募集します︒ 人口減 社 会への対 策を ︱と 提 言
︶年４月１日現在︑

お申し込み
15

東町１丁目19-8 ☎82-4700
○9月5日㈪まで
・第27回写真の町東川賞受賞作家作品展
・写真インデペンデンス展

日本国籍を有し︑２０１２

ＡＮＡ豆タグに乗ろう！ ＡＮＡ航空機プッシュバックシュミレーター体験、ＪＡＬプチ航空教室と航空機と
の写真撮影、ＡＤＯ機内販売グッズ特別販売会、ライブ音楽コンサート、こども縁日、お楽しみ抽選会、模擬店
など

東川町文化ギャラリー展示案内

︵平成

上記行事へのご参加は事前申し込みが必要です。８月24日㈬（必着）までに、イベント名、住所、氏名、
年齢、職業、電話番号を明記のうえ、往復はがきでお申し込みください。はがき１枚ごとに１応募１人。応募多
数の場合は抽選。

18

24

◆ホクレン旗争奪第 29 回選手権大会
上川支部旭川分会予選（6月25日・旭
川旭西グラウンド）
▼決勝戦
東川大雪野球少年団７−３神楽野球少
年団

資格
15

32

11

65

10

【野球】

８

10
18

Higashikawa 2011 August
2011 August

17 Higashikawa

｝

｛

管制塔、管制技術、気象業務の施設見学〔要申し込み、各回10人抽選（10歳以上）〕…①前９時〜②同10時〜
③同11時〜
空港消防車の放水実演、体験乗車（要申し込み、各回２人抽選、小・中学生対象）…前11時〜正午まで（３回）
間近の飛行場見学バスツアー（要申し込み、各回22人抽選、小学生以上）…正午、後1時、同２時
ＳＫＹランプハンドリング体験（要申し込み、抽選１家族）…後２時30分〜同３時

日・道立北見体育センター）
〔団体戦〕
▼中学女子の部 ①小林みのり、照井
瑚佑覇（東川剣龍会）
▼小学生高学年の部 ①林弘汰、久保
田和弥（同）
〔個人〕
③小林みのり
（東川剣龍会）

21

46

24

27

82

日・富良野スポーツセンター）
▼女子決勝
30―28
東川２
０士別
25―23

行事（天候、緊急事態などで一部変更、中止することがあります）
【剣道】
◆第59回北見地方剣道大会（7月10

17

22

19

18

23

26

18

31

11

24

【バレーボール】
◆ 23 年度上川管内中学校体育大会
上川管内代表決定戦大会（7月13、14

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

各種大会成績

