第１号被保険者︑任意加入被保
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㈲谷地建設

28,140

〃

り額が多くなる制度です︒

〃

域の方々とともに喜び合えるよ

す︒

かなご支援をお願い申し上げま

よろしくお願いいたします︒

東川高等学校長

花田雅典

大な大雪の山並みを眺望するこ

日が続きましたが︑ようやく雄

になっても雪が降るなど肌寒い

護学校から着任しました︒四月

札幌手稲区にあります星置養

本校は︑町の強いご支援を受け

できることに感謝しています︒

と

少子化で入学生が減少する中

美風慣行・自律創造の校訓のも

等学校から着任いたしました︒

高橋正志

東川養護学校長

﹁合宿の里﹂士別︑﹁子育て

とができ︑東川に来たという実

この度︑上川管内の士別東高

日本一﹂をめざす士別から﹁写

年の歴史を刻む本校で勤務

真の町﹂東川︑﹁プライムタウ

二間口校でありながら例年︑高
域の熱い期待のもとに開校して

教育活動や福祉関係資格取得の

基礎基本を基盤にした丁寧な

倍率を誇っております︒
以来︑今年で三十周年を迎え︑

本校は昭和五十八年四月︑地

感を持つことができました︒
水や空気︑豊かな土地など自

ました︒
然環境に恵まれた東川の歴史と

本校の教育目標は﹁夢づくり

ました︒これまで多くの人たち

移行した大きな転換期でもあり

殊教育から﹁特別支援教育﹂に

れる教職員が一丸となって︑心

れ︑本校に集う生徒達︑情熱溢

り組みが評価されてのことと考

推進など生徒の自己実現への取

節目の年となりました︒

未来づくり﹂です︒本年度は︑

に支えられてきた本校の教育活

身ともに健やかな次代を担う人

二十周年からこの十年間は特

伝統を大切にし︑期待に応えら

自分で集団をよりよくしようと

材の育成に全力で取り組みます

れるよう努めてまいります︒

考え︑進んで学習や仕事をやり

たくまし

動を︑より一層充実し︑子ども
たちには﹁心豊かに

ろしくお願いします︒

ので今後とも一層のご支援をよ
と考えております︒

く生きる力﹂を育てていきたい

雄大な大雪の山並みに見守ら

えております︒

とげる子どもたちを育てていき
たいと考えています︒そして
名の子ども達が地域や学校に誇
りをもち︑夢や希望をもって学

14

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
新規登録料は３千円︑狂犬病予防

指名競争入札

施しますので必ずお受けください︒

す︒乗車料金は大人１５０円︑子
険者だけが利用可能です︵ただし
保険料の納付免除︑猶予を受けて
いる方︑国民年金基金への加入者

28,350

林公園臨時バス停﹂間の往復便で
注射は3千40円です︒

は付加年金に加入できません︶︒
国民年金保険料︵月額１万４千

受けた場合︑狂犬病予防注射済票

９８０円︶を納める時︑付加保険

︵手数料５５０円︶を交付します︒
犬の所有者の変更︑犬が死亡し

定住促進課までお越しください︒
料︵月額４００円︶をプラスして
納めると︑納めた月数に応じて年
▼付加保険料を 年間納付した

金額が上乗せ支給になります︒

㈲門間建設

ご意見は個人︑団体を問わず当
面随時受け付けています︒住所︑
人 円︵いずれも片道︶です︒

各種届け出は住民室︵内線１

定住促進課から

動物病院で狂犬病予防注射を

氏名︑年齢︑性別を明記の上︑郵
送︑ファックス︑電子メールでお
提出は東川町役場都市建設課ま
︵内線１１５︑１１６︶

１ 1︶︑住まいのことは住まい室
た場合は変更届けが必要です︒

将来の年金額は付加年金で増や
せます

支給額単価２００円に付加保険料
を納めた月数分２万４千円になり︑
年金を２年間以上受け取ると︑付
加保険料の納入総額を上回る金額
を受け取ることが出来︑終身定額
で受け取ることが出来ます︵ 年
間の場合の支払い総額は︑２００
円× 月× 年＝２万４千円︶︒
①国民年金保険料の納め忘れな

︹任意加入︺
どにより︑保険料の納付済期間が
歳から

歳までの間に任

４８０月︵ 年間︶に満たない場
合は︑
意加入して満額の国民年金受け取
り額に近づけることができます
︵老齢基礎年金の繰り上げ請求者︑
厚生年金︑各種共済年金の被保険
者は任意加入できません︶︒
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どうかこれまでと同様に暖か

3月27日

うにしていきたいと思います︒

ぶ姿や成長した姿を保護者︑地

契約方法等
請負価格
（税込み、千円）

寄せください︒
ちづくり推進室︵〒０７１︱１４

日以上の飼い犬は︑狂犬

９２︑東川町東町１丁目 ︱１︶︑

生後

・
☎ｆａｘ ︱３６４４︑ E―mail
toshi.kensetsu@town.higashikawa.l 犬の登録と狂犬病予防注射実施
のお知らせ
g.jp
国民年金保険は︑ 歳から受給
歳の年金受給開始時に受

付加保険料の納付総額は４万８

できる﹁老齢基礎年金﹂にプラス

場合

狂犬病予防注射︵毎年１回︶が義

病予防法で登録︵生涯に１度︶︑

道立学校の教職員人事異動で︑
東川第三小学校︑東川高校︑東
川養護学校の各校長がそれぞれ
着任しました︒よろしくお願い
いたします︒

東川第三小学校長

都市建設課

ン﹂をめざす東川に着任いたし

寺川利幸

10

く ら し 楽 し く フェスティバルで
千円︒

9:00〜 11:30

町営バス臨時便を運行

保健福祉センター横

け取る付加年金額は︑１月当たり

６月9日（土）

して受け取れる﹁付加年金﹂の制

着任しました

9:00〜 11:30

４月１日付けの道内公立学校︑

保健福祉センター横

度があります︒毎月の年金受け取

13:00〜 14:00

新規登録及び狂犬病予防注射を実

17区行政区会館前
（北町5丁目）

務付けられています︒町では犬の

10:30〜 11:30

日︵日︶の

第ニ地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ前
（西4号）

日︵土︶︑

雪解けで道路周辺にごみの不法

開催です︒農村環境改善センター

９:40〜 10:10

５月

空 き 缶 ︑ご みの ポイ 捨 ては 止 め

歳まで任意加
投棄が目立つようになりました︒

ても輝く自治体フォーラム﹂を開

飼い犬がいなくなったらすぐに

を主会場に︑全体会と５分科会な

東雲住民集会所前
（東4号）

両日︑キトウシ森林公園で開く第

歳まで任意加入しても受給

年

ましょう

入することができます︵平成
空き缶︑ごみの散乱を防止し︑美

の両日︑全国小さく

き綱をつけましょう︒鎖などが古

きます︒町民の方の参加は無料で

探しましょう︒知らない間に他人

どで構成しています︒初日は開会

９:00〜 9:20

回くらし楽しくフェスティバル

②
年間︶を

４ 月以降に任意加入した方は︑保
しく快適な生活環境の保全︑良好

づくりにご協力ください︒

源の再生利用に努め︑美しいまち

１

お問い合わせは☎︵内線２２６︑
２２７︶

﹁ 小 さ くても 輝 く 自 治 体 フォー
︑

ラム﹂
を開催します
５月

ても輝く自治体フォーラムの会
︵会長・前田穣宮崎県綾町長︶︑
回全国小さく

いと切れてしまうことがあります︒

す︒どうぞご参加ください︵交流

東川町主催の﹁第

首輪や鎖を定期的に点検しましょ

︶年に第１回

会︑アフター研修除く︶︒
２００３ ︵平成

に迷惑をかけ︑交通事故に巻き込

後︑資生堂名誉会長で東京都写真

フォーラム開催以来︑初の北海道

まれることもあります︒役場︑保

として町内視察︵幼児センター︑

開催期間中︑自治体の現地視察

念講演を予定しています︒

美術館長の福原義春氏を招いて記

しましょう︒

ふんは必ず持ち帰って適切に処理

う︒スコップや袋などを持参し︑

散歩の時は昼夜を問わず必ず引

で飼うようにしましょう︒

繋いでおくかおりなどの囲いの中

も後を絶ちません︒鎖などで常に

は農作物を荒らすなど︑迷惑行為

の敷地内に入ってふんをし︑また

傷させる事故が起きています他人

放し飼いの犬が他人をかんで負

ょう

企画総務課から

︱１６１

な環境の保全を図りましょう︒資

険料の納付方法は原則口座振替に

資格期間の３００月︵

10:50〜 11:40

健所で保護する場合もありますの
で︑問い合わせましょう︒

65

70

犬は飼い方のマナーを 守 りまし

旭川年金事務所は☎

なります︶︒

満たせない場合︑

第3分団消防庁舎前
（西10号）

請負業者
等
名
業
事

10

65

に合わせて︑フェスティバル会場

13:00

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

10

40

町発注工事の入札結果をお知らせします。

工事の入札結果

12

まで直通の町営バス臨時便を運行

13:00

65

60

13:00〜 14:00
第2分団消防庁舎前
（北町9丁目）

します︒

3

﹁道の駅・道草館︱ キトウシ森

11:00

※ 日︵土︶は﹁４便﹂を運行しません︒
会場へのお越しは町営バスの定時便時刻
表をご確認ください︒

11:00

Higashikawa 2012 May
2012 May

15 Higashikawa

27

入札日

2

91

9:00〜 9:30
第5分団消防庁舎前
（東8号）
26

18日（金）

９:40〜 10:30
17

15

60

（27日だけ）

4

旧森林組合管理棟跡地
（東5号）
５月17日（木）

15:40
15:00
20

19日（土）
25

9:10

27

上岐登牛住民集会所前
（東5号）

16

1

9:00

25

時間

27

キトウシ森林
公園発
65

実施場所

82

26

道草館前
発

70

実施日

52

便名
27

