日︵月︶午後２時〜

垣禎一法務大臣の第 回社会を明

（〠071-1562 東神楽町東２線15号96）
☎83-2541

今までの警報発表基準をはるか

る可能性がある場合︑これまでは

同運動の実施月間に呼応したも

﹁大雨﹂﹁津波﹂﹁高潮﹂などの

のです︒犯罪︑非行のない地域社

各種警報を発表していますが︑今

忠別ダム水源地ビジョン

☎ ￨７１０２︑気象庁のホーム

忠別ダム水源地ビジョン﹁遊ｉ

ページをご覧ください︒

詳しくは旭川気象台防災業務課
経験したことがないような非常に

﹁特別警報﹂が発表される場合

を進める生活基盤の確保などを要

は︑お住まいの地域はこれまでに

請しました︒

会の実現と併せて︑過去に犯罪︑

を開きます︒○カヌー体験○北海

申込用紙で参加料を添えてＢ＆
雪水資源保全センターボトリング

岳原水﹂の商品を製造している大

がないから再び犯罪に走る︒社会

町内の保護司５人が訪れ﹁仕事

を守るために最善の行動をとって

難指示︑勧告に留意し︑直ちに命

http://www.jma.go.jp/jma/kishou
/know/tokubetsu-keiho/index.ht
ml
近年︑重大な自然災害が増える

北海道警察

本年度第２回警察官採用試験を

第２回警察官採用試験のご案内
象に見舞われることが多くなって

傾向があり︑過去に経験のない現

ください︒

働く場の確保を訴えました︒

に出て更生するためには就労支援

日時 ８ 月

忠別ダム親水広場︵出発地

日︵土︶午前９時〜

が大切﹂と社会で更生するために

￨２７５７

い︒

工場の見学と自然観察︱を予定し

さん☎
正午

人︵先着順︶

気象台が
﹁特別警報﹂
を新たに運
旭川地方気象台

気象台は︑８月 日から﹁特別

用開始

警報﹂を新たに運用開始すること

32

第40回北部北海道剣道大会（6月30日・士別市総合体育館）
▼中学男子 ③東川錬成館（長谷部、杉山、七尾、今村、高畠）
◆第61回北見地方剣道大会（6月30日・道立北見体育センター）
〔団体戦〕
▼中学生男子の部 ①東川剣龍会（矢澤、久保田、照井杜、岡﨑、松
山）
◆第37回北海道道場少年剣道大会（6月23日・伊達市総合体育館）
〔団体戦〕
▼中学生の部 東川剣龍会（矢澤、久保田、照井杜、岡﨑、松山）＝
ベスト16で全国出場へ

場所
点︶
募集
含む︶

郵便番

参加費 ２００円︵傷害保険料を
締め切り ８月 日︵金︶
申し込み・お問い合わせ

号︑住所︑氏名︵ふりがな︶︑
年齢︑連絡先電話を明記して︑
￨３８５３ ︵平日午

忠別ダム管理支所まで︒☎︵ｆ
ａｘ 兼︶

前９時から午後４時︶

社 会 を 明 る くする 運 動 ︑法 務 大
７ 月１日︑松岡洋信旭川地区保

臣メッセージ届く
護司会東川支部長らが来庁し︑谷

各種大会成績

ミニバレー交流会を開きます
東川町ミニバレー協会

ミニバレーで楽しく交流しまし
ょう︒
日時 ９月１日︵日︶午前９時
分開会︵受け付けは午前8時
分︶
場所 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター
資格 ミニバレー愛好者
①混成②女子︵１チーム６

人以内︶

種目

参加料 １人５００円︵傷害保険
は各自別途︶
参加料

日︵火︶必着

申し込み・お問い合わせ

締め切り ８月

を添えて︑所定の申込用紙で事

23

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

務局の大城さんへ︒☎︵ｆａｘ

82

￨２４７９︑事務局長の武田

ています︒ご家族でご参加くださ

危険な状況です︒屋外の状況や避

道電力江卸発電所見学○﹁大雪旭

締め切り ８月

日︵土︶

非行を犯した人や少年の社会復帰

に超える異常な現象が予想され︑

います︒重大な自然災害が発生す

お申し込み／国土交通省旭川空港出張所内
『旭川空港
「空の日」
実行委員会』

重大な災害の起こる恐れが著しく

になりました︒

○ＡＮＡ（全日空）除雪車を使って放水体験○ＡＮＡオリジナルグッズ販売○ＪＡＬ（日本航空）機と一緒に
写真撮影○ＪＡＬ紙飛行機教室○ＡＤＯ（エアドウ）航空教室とベア・ドウ折り紙作り会○ＡＤＯ機内販売グ
ッズ特別販売会○ホール・イン・ワンで遊ぼう○音楽ライブ・ステージ○お楽しみ抽選会 など

後はこれらの警報名に﹁特別﹂の

▼▼▼

作の体験教室です︒講師は町内在
住のプロ漫画作家︑根来恵さん
日時 ８月
共生サロンここりん︵東町

に好みのアロマセラピーの香りを
学生は保護者同伴︶

好蔵寺本堂︵北町８丁目︶

東川町水泳クラブ

るくする運動中央推進委員会委員

その他行事

東川剣龍会、北見地方剣道大会で優勝

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
夏 休み企 画﹁アロマでうちわ﹂手
共生サロンここりん

場所

うちわにしみこませて完成︒大好
定員 ８組︵先着順︶

公開講演会﹁作家・五木寛之との
好蔵寺

山内亮史旭川大学長を講師に迎

出会い﹂

参加費 ４００円︵材料費込み︶

場所

日時 ８月 日︵土︶午後１時半

なのか？﹂を開きます︒

之との出会い＝今︑なぜ﹃親鸞﹄

えて︑公開講演会﹁作家・五木寛

共生サ

￨２６６６

瀬さんへ☎ ￨２６５５

夏休み中こどもまんが教室を開
東川町水泳クラブ主催の第 回

兼︶

往復はがきに参加希望のイベント名、住所、氏名、年齢、職業、連絡先電話を明記の上、8月27日㈫までにお申
し込みください（必着）。はがき1枚につき1応募1人。応募多数の場合は抽選。
名称を加えて発表します︒

航空管制塔、
航空管制技術、
気象業務の施設見学（抽選、小学４年生以上各回10人） …①前９時②前10時③前11時
空港消防車の放水実演、体験乗車（同、小、中学生各回２人）
…前11時〜正午（３回）
間近で飛行場を見学するバスツアー（同、小学生以上各22人）
…①正午②後１時

大きい場合︑特別な警戒を呼びか

行事（悪天候、緊急事態で行事の一部を変更、中止する場合があります）

けるための警報を発表します︒

9月8日㈰ 駐車場無料（当日のみ）

﹁忠別ダムで遊ぼう秋イベント﹂

達しました︒

長メッセージを松岡市郎町長に伝

８０￨３２６０￨３１８８

21

ｎｇ 忠別﹂︵堀内重夫代表︶は︑

忠別ダム秋イベントを開きます

2013 空の日/旭川空港まつり
【剣道】

31

問い合わせは会長の吉田さん☎

申し込み・お問い合わせ

10

20

75

82
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をいただきました︒

自分だけのオリジナルうちわを
同３時半

づくり講習会

作ってみよう︒自分で描いた絵や

札幌で同居していた故中川元町
歳︶に伴って寄付しまし

長の妻︑美枝子さんの逝去︵４月

折り紙をうちわに張って︑仕上げ

︵ペンネーム・瀬能旬︶です︒

た︒﹁町には生前お世話になりま
町では建設中の東川小学校に設
きな自分だけの香りを見つけて夏

小学生から高校生まで︵小

置予定の彫刻家︑安田侃︵かん︶
を涼やかに楽しみましょう︒出来

１丁目︶

氏の作品購入費として充当するこ

漫画作家︑根来恵さん

ロンここりん☎ ￨２６６６

申し込み・お問い合わせ 共生サ

講師

み︶

対象

とにしています︒ありがとうござ

共生サロンここりん︵東町
５歳以上小学生程度まで
人︵先着順︶

︵親子の参加歓迎︶

対象

１ 丁目︶

場所

同３時

日時 ８月８日︵木︶午後２時〜

けます︒

参加費 １組８００円︵材料費込

毎年寄付をいただいています︒

きます︒まんが原稿制作用の原稿

共生サロンここりん

って設置を検討している美唄出身
用紙を使って︑Gペン︑サインペ

町では東川小学校の建て替えに伴
の彫刻家︑安田侃氏の作品購入資
東川町民水泳大会の参加者を募集

町民水泳大会のお知らせ

金として役立てることにしていま
します︒

参加資格 幼児から一般町民

場所 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター
個人メドレー背泳ぎ︑平泳

ぎ︑ビート板︑ラッコビート板︑

種目
バタフライ︑クロール︑フリー

34

参加費 ３００円︵１人︶

リレー

￨８１１９︑︵携帯︶０

ンで絵を描き︑その上にスクリー

日︵日︶午前９時半
18

︵開会式︶から

日時 ８ 月

ントーンをはる︑というまんが制

82

す︒ありがとうございました︒

ます

参加料 無料︵当日受け付けで可︶

ロンここりん☎

申し込み・お問い合わせ

在住︶

定看護師︑和久恭子さん︵旭川

講師

臨床アロマセラピー学会認

定員

82

本金行社長︶の花本社長が来庁し︑

日︑花本建設︵旭川︑花

31

お問い合わせ 好蔵寺の住職︑両

６月

10

町に多額の寄付をいただきました︒ 夏休みこどもまんが教室を開き

82

今年も花本建設から寄付

上がった作品はお持ち帰りいただ

日︑
した﹂と感謝を込めました︒

12

いました︒

73

24

Ｇ 海洋センターに申し込み︒お

所定の

45 15

63

30
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