月

日︵木︶午前

午後１時ごろ

日時

時〜
子供も大人もわくわくする季節

クリスマス会を開きます

零歳児対象の親子遊びの教室で

﹁よちよち教室﹂
を開きます

時〜

ですね︒楽しいクリスマス会を予

日︵水︶午前

定しています︒親子でご来場くだ
月

す︒親子で楽しく遊びながらお友

日時

達をつくりましょう︒お兄ちゃん︑
時〜

さい︒

月９日︵金︶午前

お姉ちゃんも一緒に参加できます︒
日時
同 時半
場所 子育て支援センタープレー

特集︒カフェ︑天然ハーブと雑貨︑

など質問や要望も出て︑皆さんの

﹁避難所の看板が分かりづらい﹂

会場には約 人が訪れました︒

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

牧 さん ︑統 計 調 査 功 労で総 務 大
長年︑国の各種統計調査に協

臣表彰を受賞

︶が

力してきた 区の農業︑牧清さん
︵

年度統計功績者︵統計
日役場で表彰状

調査員表彰︶として総務大臣表彰
を受賞し︑ 月

の伝達を受けました︒

☎０９０︱６６９５︱１８２９

５９８７︱２８６４︵今野︶︑
︵下込︶︑☎０９０︱２０５４
︱９８１０︵菊地︶

上川保健所

思春期保健相談を開設します
発達期の生徒のこころの悩み︑
お子さんに関するご家族の悩み相
談にお応えします︒児童精神科医
が直接面接相談を受け付けます︒
日︵木︶午後１

相談は予約が必要です︒
時半〜同４時

日時 来年１月

永山６条 丁目︑上川合同庁舎︶

場所 北海道上川保健所︵旭川市
対象 中学生︑高校生とその家族
内容 精神科医師による面接相談

︱５９９２

子ど

締め切り 来年１月 日︵木︶
料金 無料
も・健康推進課☎

申し込み・お問い合わせ

分から午後５時半︶

︵土･日・祝日を除く午前８時

戦 後のシベリア強 制 抑 留 者に特
︵独︶平和祈念事業特別基金

別支給金
戦後のシベリア強制抑留者に対
して︑国は特別給付金を支給して
﹁戦後強制抑留者に係る問題に

います︒
関する特別措置法﹂に基づくもの
で︑請求受け付けの締め切りは

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
場の様子を一緒にご覧いただくこ
とができます︒
場所 保健福祉センター
対象 町民の方

対象は１９９１︵平成３ ︶年４
月２日から１９９２︵同４︶年４
︵脂質異常症︶﹂の講話︑調理

﹁食べて防ごう生活習慣病

内容

月下旬に案内状を発送し

月１日生まれまでの方です︒対象
正午
場所 子育て支援センター
ルーム
対象 お子さんと保護者

組程度︵要予約︶

対象 零歳児のお子さんと保護者
募集
募集 定員は特にありません︵要

ホースキャップつくり︒講演
予約︶

内容 赤ちゃん体操︑親子遊び︑

３００ 円程度のプレゼントを持

持ち物 自分のお子さん用に各自

30

日
︵金︶
までにお申し込みください︒
両資格を有する方

応募資格 幼稚園教諭と保育士の

年４月１日

洋服︑手作りハム︑うどん︑ピザ︑

災害に対する関心が高いようでし

Ｘｍ

日︵日︶午後３時〜

保健福祉課

移動献血車が来町します

所
場

者には
実習︑試食︵希望者は体脂肪測

筆記道具︑エプロン︑三

己負担︶

角巾︵食材料の一部１００円自

持ち物

位を取ることができます︶

定︑食生活改善推進員となる単

日︵金︶までにお

ました︒現在町外にお住まいの方
月

で︑東川町の成人式に出席ご希望
の方は︑
知らせください︒
来年１月８日︵日︶午後零
﹁子育てで困ったこと〜幼児セ

集します︒希望される方は 月

４月から勤務できる保育士を募

来年度保育士︵臨時職員︶
を募集

参︵飲食物以外︶

ンターの実践を生かして﹂︵幼
児センター未満児主任︑佐伯昌
子︶

子育て講座

日︵木︶午前

時〜

クリスマス用のすてきなリース
月

を作りましょう︒
正午

日時
採用 若干名
採用年月日
賃金 町臨時職員賃金規定による
勤務 月曜日から土曜日までの週
時までのシフト制

５日間︑午前７時半から午後７

写し

提出書類 履歴書︑資格免許等の

絡
幼児セ

その他 試験日︵面接︶は後日連

ンター☎ ︱３４００

申し込み・お問い合わせ

容など︑必要な事前の備えと心構
えなどを伝えました︒

員として活動︒町民体育祭など永
おむすび店とバラエティーに富ん

パーティー ｉｎ

月

わ︑道の駅道草館︑各協賛者

東川養護学校前

時半︵受け付け︶︑記念写真撮

食生活改善協議会

﹁良い食生活をすすめるための料
理教室﹂
楽しく料理を作りながら︑食生
活改善協議会の会員の皆さんと一

時〜

ルーム

場所 子育て支援センタープレー

組

内容 クリスマスリースつくり
募集
講師 花本貴子さん︵旭川︶
材料費 ７００円程度
み︵リース用にご希望の飾りは

持ち物 キッチンばさみか花ばさ
各自用意︶
その他 託児希望者に託児室を用

今年町内に登場した新しいお店

季刊︶の第８号を発行しました︒

く地域スポーツ振興に務めてきま
だ７店舗を紹介しています︒今ま

ｄｅ

催のライブコンサート﹁ＬＩＶＥ

町内外アマチュア音楽グループ

ａｓ ﹂を今年も盛大に開きます︒
出演とアニメ映画上映会を予定し
ています︒ビールなど飲食コーナ
ー︵商工会青年部︶︑地元特産品
ゼントも用意しています︒ご家族

が当たる大抽選会︑お菓子のプレ
連れでぜひどうぞ︒収益金は日本

日時

同７時半終了︵予定︶
的ホールなど

場所 農村環境改善センター多目

も︑高校生以上５００円の飲食

チケット 千円︵前売り︑当日と

お問い合わせ 事務局☎０９０︱

役場庁舎前

日時
影︵午後１時︶︑式典︵同１時
半︶︑新成人のつどい︵同２時
分︶
会場 農村環境改善センター

保健福祉課から

日︵火︶午前

緒に健康的な食事について考えま
しょう︒

福祉のことと申請のお問い合わ
せは社会福祉室☎︵内線５０３︑
月

場所 保健福祉センター

正午まで

日時

対象 町民の方

指導室︵内線５０５〜５０８︶︑

５０ ４ ︶︑健康と食のことは保健
高齢者介護は地域包括支援センタ

筆記道具︑エプロン︑三

１００円自己負担︶

角巾︵バンダナ︑食材費の一部

持ち物

内容 調理実習と講話

ー︵内線５０９︶

食事で健康
﹁栄養教室﹂
不適切な食事︑運動不足などか
ら起きる生活習慣病が年々増えて
います︒バランスが取れている健
康的な料理メニューを覚えましょ

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☎

う︒身近な材料を使って調理実習
をします︒味付け︑バランスなど

︶年から現在

意︵事前申し出︶

年間に渡って町体育指導委

佐藤眞一さん︵東町１︶︑渡邊

た︒

した︒
で町内にはなかった新しいタイプ

パーティー

のお店が勢ぞろいしました︒

﹁ＬＩＶＥ ｄｅ

栄子さん︵北町３ ︶︑守屋勝蔵さ

年間町体育指

安全な食材を使って営業している

年から

東川イベントサポートクラブ

導委員功労者表彰を受賞しました︒
それぞれ

東川イベントサポートクラブ主

﹁ｗａｃｃａ ﹂は今回が最終号︒
役場︑道の駅・ひがしかわ道草館︑
キトウシ物産センターなどで無料
配布しています︒

﹁日ごろの防災﹂テーマにくらし

日︑農村環境改善センタ

東川消費者協会︵林彗子会長︶
月

は

赤十字共同募金︵東日本大震災災
を開きました︒
﹁防災﹂をテーマに︑﹁東日本
大震災災害派遣を終えて﹂と題し
て︑同震災直後の今年４月︑石巻
組合東消防署員が被災地の被害実

券付き︶
災害担当職員が万一に備えて準備

取り扱い フレンドシップながさ
しておくとよい防災リュックの内

防災マップを見ながら︑役場の

介しました︒

態と災害時の救援活動の様子を紹

市に救援活動に出動した大雪消防

害復興︶に寄付する予定です︒

ーで今年の﹁くらしのセミナー﹂

のセミナー

ｉｎ Ｘｍａｓ﹂開催!

旭川市内のラーメン店とカフェ︑

月

美瑛町内のカフェの３店舗も併せ

ーツ推進委員研究協議会︵
日・登別市︶の席上表彰を受けま
した︒

﹁ｗａｃｃａ ﹂最 終 号 が 出 来 まし
た

東川町観光地活性化・雇用創造
協議会はこのほど︑東川町内の店
して毎回発行してきた﹁ｗａｃｃ

舗情報︑イベント情報などを満載

て紹介しています︒

導委員として活動し︑北海道スポ

東川産の野菜︑玉子など安心︑

ん︵９区︶の３ 人は北海道体育指

まで

1972︵昭和

０

︶年から昨年

を確認し食生活の見直しに役立て
ましよう︒

１９６５ ︵昭和
ま で ︑５ 年 ご と の 国 勢 調 査 で
回調査事務を行ってきました︒農
林業センサス調査も１９６９︵同
︶年から９回の調査事務を担当
してきました︒

小 野 さんが 文 部 科 学 大 臣 表 彰 ︑

日開かれた全国スポーツ

ａ ︵わっか︶﹂︵Ａ４版３つ折り︑

24

佐藤︑渡邊︑守屋さん３人に道功
労者表彰

南区︶が文部科学大臣表彰

町体育指導委員の小野利昌さ
ん︵

︵スポーツ推進委員功労者︶を受
月

賞しました︒
推進委員研究協議会︵東京︶の席

旭川福祉専門学校前
（木）

19

46
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12月8日

9：30〜11：30
12：30〜13：50
14：00〜15：20
15：30〜16：30
JA東川事務所前
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26
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12

間

10

10

時
日
施
実

23

11

15

Higashikawa 2011 December
2011 December

19 Higashikawa

次の日程で移動献血車が来町します。ご協力をお願いします。
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上表彰を受けました︒
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