く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
キャンモアスキービレッジで練習

スタートは︑キトウシ森林公園

舎では︑８月に給食調理施設の模
を繰り返した日々でした︒

月に移転開校する予定の新校
擬調理稼働を行う予定︒学校給食

強や遊びの指導︑ご飯︑おやつ作
りを手伝ってくれました︒

簡単にできていたらここまで興味
３種︶を募集します︒ご希望の方

調理員︑臨時給食調理員︵ともに

臨時給食調理員︵２種︶︑臨時

してソルトレーク出場があった︒
ミニ合宿です︒

日中はいつものように学校に通う
▼臨時給食調理員︵２種︶

６︒

スタート︒読書を希望する子ども

さっそく自己学習と読書タイムの

勤務体制

学校給食の調理業務
歳以下︵高卒程度︑
① 午 前８ 時 〜 午 後２

通勤用に要普通自動車運転免許︶

応募資格

︵仕込み︑下処理︑調理等︶

業務内容

採用人数 １人

小学校の時に楽しさに出会えたこ
歳︑初めてのソルトレーク五
たちのために︑文化交流館から児

初日︑お互いに自己紹介の後︑

輪出場︒さらにトリノ︑バンクー
童図書約１００冊も用意しました︒

とがつながった﹂︒

バー大会を経て︑銀メダルに輝い
学校の宿題をしたり︑苦手な科目
︵いずれも休憩時間 分間︶の

たソチ大会まで︑練習地を海外に

どちらか週５日間︵休校日を除

求めてスイスチームに合流︒ドイ
時半②午前８時〜午後２時 分

最初の夕食は︑ハンバーグ︑ス
く月〜金曜日︶

の勉強もチェック︒
パゲティー︑ご飯︑野菜サラダの

熱い思いと戦いの日々︑そして
モリモリメニュー︒ひき肉をこね

ツ語も必死にマスターしました︒
銀メダルまでの道のり︱︒竹内選
雇用 ８月から

ソチ五輪スノーボードパラレル

手の話に生徒は真剣に聞き入って
賃金

競技銀メダリストの竹内智香選手
︵
るハンバーグ作り︑サラダの盛り

︶が﹁あきらめずにやれば︑

苦しいことを乗り越えた時に必ず
付け︑後片付けも手伝いました︒
①４千７８５円︵午後２時

記の記帳︑苦手な科目にも挑戦︒
手当あり︑社保︑雇保あり

いずれも片道２㌔㍍以上で通勤

︵午後２時

分まで勤務日︶︑

整理整とん︑後片付けをすること

半まで勤務日︶②４千９９３円

も覚えました︒

毎日早起きしてラジオ体操︑日

いるようでした︒

日から３泊４日で︑第三

３ 泊 ４ 日の 通 学 合 宿 ︑今 年 もに

楽しい時がある﹂と生徒にエール
日︑東川中学校で初めて

を送りました︒
６月
の講演が実現しました︒

ぎやか
６月
地区コミュニティーセンターを合

▼臨時調理員︑臨時給食調理員

話したのは﹁中学２年生の時に
オリンピックに行きたい︑と思い
クラブ︵小林幸夫会長︑ 人︶︑
︵３種︶

︵一社︶北海道林産技
術普及協会☎ │３５５３

申し込み

履歴書︵写真貼付︶

ハローワークの紹介状︑

２年目の今年は︑第二小︑第三

宿所にして通学合宿を行いました︒
同地区の喜楽ほのぼのクラブ︑学

の理解を深めてもらうことを目的

提出書類

始め︑高校３ 年生では現実にオリ

校支援ボランティアの皆さんが勉

期間中︑東川ふれあいサポート

ンピック出場を目指していた﹂と
小の４年生以上 人の児童が参加

/contents/view/id/98#a-01

北海道総合研究機構林産試験場

木のグランドフェア開 催のご 案

林産試験場︵旭川市西神楽１線

内

い︒名誉審査委員長は松岡市郎町

撮影場所︑被写体など︑撮影者の

長︑審査委員長は荒川義人天使

号︶では日ごろの研究︑木材へ

です︒

回木のグランドフェア

日︵土︶〜 月５日

▼北海道こども木工作品コンクー
ル展
︵日︶

日時 ９月

林産試験場内﹁木と暮らし
無料

の情報館﹂

場所
入場
を開催します︒同試験場内を会場

として第

︵カラープリント２Ｌ判以上︶︑

応募部門

に︑７月から毎月１回の企画です︒ 自衛官の募集

２３３

支援部技術支援グループ☎ │４

お問い合わせは︑いずれも企業

自衛官候補生︑一般曹候補生︑

自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

日︵土︶午前９時半

わせは南地区隊☎︵直︶ │０６

航空学生を募集します︒お問い合

サイズ規定なし︑撮影時期︑

帯電話で撮影した写真に限る︑

日時 ７月

▼木になるフェスティバル
Ａ部門＝写真の町東川町賞

場所︑被写体が同じ必要なし︶

プリント︑スマートフォン︑携

Ｂ部門＝4枚組写真の部︵４枚

Ａ部門＝１枚写真の部

大学看護栄養学部栄養学科教授

思いが分かる説明をつけてくださ

写真は︑タイトル︑撮影意図︑

ください︒

しました︒一緒に生活をしながら︑

年間︒

４ 度のオリンピック出場︒その

いう銀メダルまでの

え券︵年間２回︶

内容 ５ 千円分の紙おむつ引き換
▼７ 月末日までの申請

分は８月に支給▼１月末日まで

支給時期

各地区担当民生委

所定の申請書で社会福祉協

の申請分は２月支給
申請
議会まで
お問い合わせ
│７５

員︑社会福祉協議会︵担当・丸
谷さん︑村端さん︶☎
０５

叢舎

賞

４８︑または役場企画総務課︵☎
▼自衛官候補生︑一般曹候補生

内線２２４︶まで︒
林産試験場内

〜午後３時
場所

︵１点︶︑奨励賞︵数点︶︑Ｂ
部門＝コープさっぽろ賞︵１

︵ともに男女︶
日本国籍を有し 歳以上

クイズとゲーム︑実演・体

験日によって異なる︒同女子︑

自衛官候補生男子は試
一般曹候補生は︑８月１日︵金︶

受付期間

歳未満の男女︵来年４月１日現在︶

資格

内容

プレス︑カラマツ内装材︑新種
など︶︑試験場内見学ツアー︑

きのこの味比べ︑おもちゃ作り
ピアノコンサート︑おにぎり︑

作品に住所︑氏名︑年

験コーナー︵丸太の表皮むき︑

点︶︑奨励賞︵数点︶
締め切り ８月 日︵日︶︵消印
有効︶

齢︑電話番号︑職業︵学年︶︑

応募方法

Ｅメールアドレス︑作品の説明

〜９月９日︵火︶︒

日︵金︶︑
日︵土︶のいずれか１日

１日○女子＝９月

月

日︵土︶のいずれか︒

○一般曹＝９月 日︵金︶︑同

同月

日

日︵日︶︑

お好み焼き︑焼き鳥などのテン

○男子＝８月

ト出店

︵水︶︑

９月１日︵月︶︑同月

林産試験場内﹁木と暮らし
人︵要予約︑午前︑午後

日︵土︶のいずれか

▼木工作ひろば

定員

の情報館﹂

場所

午後３時

日時 ８月３日︵日︶午前 時〜

試験日

賞 事 務 局 ︵ 〒０ ６ ０ │０ ０ ０

を添付してコープさっぽろ農業

丁 目 ︑ 大 通 ハ イ ム５ １ ２ ︶ に

１ ︑札幌市中央区北１ 条西

木さん︶応募要領はホームペー

陸上自衛隊旭川駐屯地
︵旭川市春光町︶など

試験会場
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内の関心の高さをうかがわせまし

の試食会を兼ねて︑２度目の町民

た︒
建物に入ってまず驚くのは︑一

を持てなかった﹂と壁の克服が次

北海道東川養護学校

臨時職員の募集

への大きなステップ︑と強調しま

いつも壁にぶつかっていた︒でも

﹁立っては転び︑という連続で︑

直線に伸びている約２７０ ㍍も
見学会を予定しています︒

竹内選手がエール！
﹁乗り越えた

日︵月︶までにお申し込みくださ

だぁ﹂と広くて長い廊下に驚きの

い︒お問い合わせは東川養護学校

感想︒
﹁中学から高校のころは︑楽し
︵担当︑藤吉さん︶☎ │４５８

は︑ハローワークを通して７月

さよりも苦しさ︑つらさの連続だ

時楽しいことがある﹂

った︒それを４年間耐えた結果と

した︒

校舎東側に棟続きでつながって
いる地域交流センターは︑同時移
転の学童保育センター用アリーナ
と多目的室︑食育活動用の調理室︑
体育館側の西側校舎を見学しな

会議室を配置しています︒
いでこの広さをみた父母は﹁ここ
が体育館？広いね﹂と感心しきり︒
屋内があまりに広いため︑1回だ
けでは納得できず︑２往復︑３ 往

臨時調理員は寄宿舎の

イ︑

柳家はん治独演会のご案内
落語家︑柳家はん治独演会を今
年も開きます︒今年は弟子の柳家

20

復と何度も屋内を見学する姿も見
られました︒

業務内容

採用人員 若干名
食事︑臨時給食調理員は学校給
食繁忙日や正規の調理員不在時
の給食調理業務︵両業務の勤務
者希望︶︒
歳以下︵高卒程度︑

通勤用に要普通自動車運転免許︶

応募資格
ア︑臨時調理員①早出
時半〜午後７ 時

＝午前６時〜午後２時半②遅出

勤務体制
＝午前

分間︑月０ 〜

分④午前８ 時〜正午

臨時給食調理員③午前８時〜午
後２ 時
︵いずれも休憩
回の勤務︶
①②６千４５０円︑③４千

席限定︑全席

26

最大
こはぜも来町予定です︒

賃金
日時 ７ 月

日︵金︶午後６時半

ずれも片道２㌔㍍以上で通勤手

予約︶

農・魚業のある風景写真コンテス

│４４１６

申し込み

叢舎︵澤田さん︶☎

木戸銭 ２ 千円︵

場所 叢舎︵くさむらや︶

︵開演︶

９９３ 円︑④３ 千３２９円︵い

ハローワークの紹介状︑

当あり︶
提出書類
履歴書︵写真貼付︶

紙おむつ券の支 給 サービスをし
ています
東川町社会福祉協議会

コープさっぽろ農業賞実行委員会

ト開催

同事務局☎０１１
会︵札幌︶は︑農・魚業のある風

人︶

17

在宅で介護を受けている方で紙

45

13

27

おむつを常時必要とする方を対象

82

45

10

22

18

31

26

に︑紙おむつ券の支給サービスを

郵送
お問い合わせ
景写真コンテストを開催します︒

コープさっぽろ農業賞実行委員

て紙おむつを常時必要とする方

│２１５│８８７１︵担当・鈴

②介護保険の要介護認定で要介

各

http://www.coop-sapporo.or.jp 費用 無料

ジからダウンロードできます︒

①在宅で介護を受けてい

行っています︒

15

北海道の食︑農・漁業者との交流︑
おいしい感動を写真にしてご応募

10

75

19

対象者

64

18

いた子供たちは﹁どこまでも学校

の廊下の長さ︒廊下を走り回って

82

護２以上の方︵施設入居︑入院
を除く︶

27

20

2014 July

27 Higashikawa

10

14

45
27

10

31

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

15

18

50

75

10

18
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20

10

45
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64

45

17
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10
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