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推進委員功労者表彰を受賞しまし

任︒２００８︵同

︶年５月から

日︑役場で長原

池田さんは労働力調査で２００

エノ産業が今年も寄付

月6日︑エノ産業㈱︑大隅卓
郎社長が町に多額の寄付をしまし
た︒
持ち株会社の大隅卓也大栄㈱社
長︑大隅千晶エノ産業専務らとと

ふれあいサポートクラブ︑アイヌ
記念館など訪問
月

日︑ふれあいサポートク

会員交流と研修を兼ねた企画︒

を研修しました︒
上川アイヌの文化を伝える川村カ
子トアイヌ記念館︵旭川市北門町
丁目︶︑道北地方の野草など６
００種の植物を生育展示している
旭川嵐山ビジターセンター・北邦
野草園︵旭川市嵐山地区︶︑手作
線９号︶の3カ所を訪ねました︒

り豆腐料理の店︑伝承館︵鷹栖町
町内各種の文化活動をサポート
する町内人材バンクとして活動し
ています︒自然体験・レクリエー
ション活動︑工作︑絵画︑陶芸︑
生け花などを指導できるキャリア
を持った方 人が登録︒﹁いきい
きわくわく塾﹂の講師などを引き
受けています︒

来シー ズンのガ ー デニング計 画
月6日︑農村環境改善センタ

を￨と
﹁ガーデニング講演会﹂

展のために﹂と町に託しました︒

会が開かれました︒﹁ガーデニン

ーで︑町主催のガーデニング講演

もに来庁し﹁国際交流の推進︑発
同社の同趣旨の寄付は昨年に続い

グカレンダー＊北国の庭仕事 ヶ

大隅千晶専務は︑今年第１回会

みさんが講演しました︒

ン︵空知管内月形町︶の梅木あゆ

月﹂と題して︑㈲コテージガーデ

て２年連続です︒
議を開いた﹁東アジア交流促進協

昨年の豪雪に埋まったハウスの

議会﹂の海外アドバイザーに就任
しました︒

﹁東川シンフォニーオーケストラ﹂

上川保健所

態をとることができる町民オーケ

ンブル︑ソロなど︑多様な楽団形

第一歩からのスタートですので︑
募集する楽器パートは金管︑木管︑

は金子昌昭さん︵東８号北１番地︶
☎０９０︱９４３２︱９５９３

自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

自衛官の募集

日本国籍を有し︑ 歳以上

自衛官候補生を募集します︒
資格

現在︶
来年1月 日︵土︶
川市春光町︶

会場 陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
︱０
︱３７３７︑樽井さん

６４８︑町内募集相談員の小野

お問い合わせ 南地区隊☎
さん☎

☎ ︱４７０２
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００３︵平成 ︶年３月まで６期
︶年から８回︑粟飯原

さんは１９７２︵昭和 ︶年以来︑
ラブ︵尾池隆男会長︶の会員8人

０︵平成

が上川中央部地域の文化施設など

年以上の在
商業統計︑工業統計︑経済センサ

社会教育委員長︒各町村社会教育
委員のうち︑通算
ス調査で延べ 回の協力をいただ

︶年から町ス
任期間がある委員を対象とし

１９９８ ︵平成
て︑在任期間中の功績に対して

た︒
ポーツ推進委員として活動し︑町

︶年から
民体育祭の運営など地域スポーツ

国の統計調査に長年ご協力いた
だいてきた池田和代さん︵東町
２︶︑粟飯原順二さん︵同︶のお
二人が︑それぞれ総務省労働力調
査︑経済産業省統計調査の功労
で総務大臣表彰︑経済産業省大
月

臣官房調査統計審議官感謝状を
受賞し︑
實副町長が授与伝達しました︒

きました︒

年から４年間に渡って二度８年間︑
今回の受賞者は８人︒そのうち

顕彰しています︒

４年間︑さらに１９９５︵平成７︶
日

の振興に努めています︒

月

に稚内市で開かれた北海道スポー
青木さんは勤続年数 年で最長の
在任期間です︒

ツ推進委員研究協議会の席上表彰
式が行われました︒

統 計 調 査で池 田 さん ︑粟 飯 原 さ

また大雪清掃組合議会議員︑大

青 木 さん ︑上 川 管 内 社 会 教 育 委

雪葬祭組合議会議員︑大雪消防組
合議会議員︑町社会教育委員︑町

員連協から功績表彰

日南富良野町で開いた本

んに表彰状︑感謝状伝達

農業委員会委員︑町監査委員︑町
行政改革推進委員会長︑町住居表
示推進協議会長︑町スキー連盟会
長︑町体育協会長などを歴任︒多

町社会教育委員長の青木哲也さ
んが上川管内社会教育委員連絡協
議会︵大島峰夫会長︶の功績表彰
月

を受賞しました︒
年度上川管内社会教育委員・公民
館運営審議会委員等合同研修会の
青木委員長は︑２０００︵平成

席上表彰を受けました︒
︶年４ 月町社会教育委員に就

楽器は︑当面個人所有のものを持

弦︑打楽器すべてです︒使用する
ち寄り︑その後会費などで徐々に

の届け出も可能です︒
届け出が必要な方は○寄宿舎○

充実させる予定︒将来はオーケス

月中に詳しい

学校○病院○事業所○社会福祉施

トラ編成でクラシック音楽を主体

対象の世帯には

設○介護老人保健施設○矯正施設

キャンモアスキービレッジ
東川米の生産にとって今年は○

○その他多人数に飲食物を提供し

場所

﹁東川米﹂地域団体商標登録○国

とした定期演奏会の開催を目標に

内容をお知らせします︒

営緊急農地再編整備事業採択○平

活動します︒

大 人 ︵ 中 学 生 以 上 ︶３

供︵小学校３ 〜６年生︶２千円

ている施設○飲食店営業○魚介類

千円︵連盟会員は２千円︶︑子
︵申し込み時に支払い︑リフト

販売業︱に従事している調理師の

師会旭川支部☎ ︱３７６６︑ま

は 大 好 評 で 終 了 し ︑ 延 べ３ 千 セ

︵仮名︶
を結成しましょう
町内を拠点とする音楽演奏仲間の

写真の町東川町を芸術の町に！

ットの申し込みをいただきまし

輪を作りませんか？町民クラブ活

試験日

受付期間 年間を通じて

た︒

お問い合わせ︑参加の申し込み

年産米大豊作︱と﹁３つのお

日︵金︶

たは上川保健所☎ ︱５９８８

お問い合わせは︑北海道全調理

ランド化推進協議会が 月実施し

これを記念して東川町特産品ブ

になりました︒

方です︒

成

月

券は各自で購入︶
締め切り
所定の申し込み用紙

た﹁﹃食べてみてよ！東川米﹄Ｏ

︵スキー連盟事務局に備え付

申し込み
け︶で東川町スキー連盟事務局

人

を販売︑万一の負傷︑事故に備

ＮＥコインＧｉ ｆｔ キャンペーン﹂

の吉原︵役場企画総務課︶︑金
定員
講習期間中割引リフト券

山︵同都市建設課︶まで
その他

お問い合わせは事務局の役場産

動として良い音を紡ぎ出すための

本年度は調理師就業届けの堤出

楽器を始めたいという初心者の方
歳以上の高齢者がいる町民非課

しています︒インターネットから

歳未満の男子︵来年4月1日
業振興課農林振興室☎ ︱２１１

活動を一緒に始めましょう︒

東川町産米最高の出来秋を迎えた

団︑管弦楽団︑吹奏楽団︑アンサ

来春４月ごろをめどに︑交響楽

１︵内線１３１︑１３２︶

働いている 調 理 師の 皆 さ ん ︑就

ことを記念して﹁子育て応援米﹂

業状況届け出が必要です

の３ 日間︑

︑

東川町スキー連盟

ストラ結成のための活動開始を計
画しています︒

が必要な年度です︒調理師の方は
日現在で従事している調理

﹁思いやり元気米﹂として町民の

月

皆さまに東川米プレゼント事業を

楽器を演奏できる方︑昔やって

であっても年齢は問いません︵た

いてまたやりたいと思っている方︑
場所を担当している︵社︶北海道

だし未成年者は保護者の承認が必

届け出は︑皆さまが働いている

施設の場所を届け出てください︒

全調理師会旭川支部︵旭川市６条

要です︶︒音楽監督︑指揮経験の

﹁子育て応援米﹂の対象は︑高

キトウシ森林公園内キャンモアス

日︵金︶︑

日

キービレッジで町民スキー＆ スノ
来年１月

丁目︑旭川市保健所内︶︑期
税世帯②身体障害者手帳等を所持

歳︶以下がいる世帯︒
﹁思いやり元気米﹂の対象は①満

校生︵

通
日＝

用紙は同支部︑上川保健所子ど
東川米﹁ほしのゆめ﹂を贈ります︒

ある方も大歓迎︒

限は来年1月 日までです︒

▽レッスン時間

６ 時︵キトウシ情報センター︶

も・健康推進課健康増進係で用意

日午後

12

祝い﹂が重なって最高の出来秋

受講料

47

実施します︒

期間
日︵日︶

10

11

18

11

方面にわたって町の発展に貢献し
ました︒

中原さんがスポーツ推進委員の
町スポーツ推進委員︑中原明美

功労者表彰
さん︵東雲︶が︑北海道スポーツ

様子や美しい花々の映像を見なが
ら︑1年を通したガーデニングの
え各自で傷害保険などに加入

米﹂
を贈呈します

﹁ 子 育て応 援 米 ﹂﹁ 思いや り 元 気
東川町地域農業推進協議会

46

しました︒

副議長として重責を果たし︑今日

12

ーボード教室を開きます︒

東川町地域農業推進協議会は︑

82

作業内容のお話しに︑会場に集ま

19

15

20

った約100人の皆さんは熱心に
耳を傾けていました︒

町 民スキー＆スノー ボード教 室

12

10

27

その間１９８３ ︵昭和

20

の町行政基盤の確立に大きく貢献

10

している人がいる町民非課税世帯

○１月

21

くらし
・
ネットワーク

の開催

11

11

82

28

︱です︒１世帯について５㌔㌘の

▽受け付け １ 月

︵土︶︑

31

18

11

12

日＝午後１時半から同３

︑
時半

11

22

24

12

10

時間

11

27

82

︑

17

40

18

13

午後６時半から同８時半○１月

65

12

12

11

来年１月

10

12

11

25

10

12

10

58

年間東川町議会議員として在職︒

15

11

13
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