ん☎

│２４６９

申し込み・お問い合わせ

三島さ

リコー ダー＆ ギターアンサンブ

日︵日︶午前９時開

戦︑決勝トーナメント戦で試合を
行います︒
会

日時 ９月

町が発行したラトビア民話集の中
判所は︑講習修了者の中から後見

れるわけではありません︒家庭裁

受講者すべての方が後見人とな

する予定です︒

から﹁もりはいいところ﹂︑童話

山美愛さん︑丸山祐花さん︒今年

﹁じごくのそうべい﹂︵田島征彦

後見人は︑親族が就任する以外

人等を選任し︑その方が後見業務

は︑信頼できる専門職︵弁護士︑

を担うことになります︒

同大前教授で星槎大学教授︑伊
司法書士︑社会福祉士︶の方を家

著︑童心社刊︶など５話を朗読し

藤玄二郎さん︵鎌倉市在住︶のマ
庭裁判所が選任します︒今後認知

ました︒

スコミ塾生です︒町教委主催の親
症の方など判断能力の十分でない

ミニバレー愛好者︵１

場所 東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター

と子の移動朗読会第４回おはなし
方が増加することが予想されるた

参加資格
参加料 １人５００円

の会の話し手として昨年に続いて

リコーダーアンサンブル・イコロ

ル
﹁アクアレーラ﹂演奏会

ブル・アクアレーラの東川町公演
申し込み・お問い合わせ 所定の

締め切り ９月 日︵水︶︵必着︶

来町しました︒併せて伊藤さんが

サンブルトリオ︒メンバーは浅井

チーム６人以内︶

﹁コテン＆ ラテン﹂コンサートを
申し込み用紙で事務局の山鹿さ
め︑専門職後見人のほかに一般市

リコーダーとギターのアンサン

開きます︒
んまで☎ │３７０５
民の方が後見人として活躍できる

東京を中心に活躍しているアン
美しい日本の言葉と文化などにつ

関東学院大の学生が今年も子ど
市民後見人養成研修説明会を開

組みとして養成するものです︒

ように成年後見制度を支援する仕

いて講演も行いました︒

愛︵re︶︑松浦孝成︵同︶︑畑
中浩︵g︶︒バロック音楽など古
ラテン音楽を演奏します︒今回は
日︵火︶午後３時半

旭川市勤労者福祉会館︵旭

議会☎ │７５０５

お問い合わせ 東川町社会福祉協

川市６条通４丁目︶

場所

日時 ９月
東川町社会福祉協議会

きます
旭川市と上川中央部８町で構成
している旭川成年後見支援セン
ター︵事務局・旭川市社会福祉協
議会︶は︑市民後見人を養成する
市民後見人という取り組みは始

養成研修説明会を開きます︒
自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

自衛官などの募集

だくため︑事前説明会を開きます︒

責務︑養成研修等を理解していた

めるにあたり︑市民後見人の役割︑

▼防衛大学校学生一般採用試験

２４︶まで︒

または役場企画総務課︵☎内線２

は南地区隊☎︵直︶ │０６４８︑

学生を募集します︒お問い合わせ

防衛大学校︑防衛医科大学校の

養成研修を受講するためには︑説

まったばかりです︒養成研修を始

明会への参加が原則必須です︒

日︑関東学院大学の学生

町１丁目︶で童話と民話の読み聞

６人が永楽寺︵永江竜心住職︑東

８月

典音楽とブラジルのショーロなど︑ もの絵本を朗読
初の北海道コンサートで︑演奏会
場は札幌︑東川の２会場だけです︒
日︵日︶午後５時開

小西健二音楽堂︵東町１丁

演︵午後４時半開場︶

日時 ９ 月

目︶

場所
前売り２千円︑当日２千

実行委の田

５００ 円︑子供千円︵高校生以

入場料
下︶
│５７５８

予約・お問い合わせ
崎さん☎

東川町ミニバレー協会

ミニバレー交流会の参加者募集

日本国籍を有し︑来年４月

︵前期日程︶

講習修了者の中から︑十分な知識

女︵高卒︑高卒見込み含む︶

１日現在 歳以上

資格

と技術等が身についた方を家庭裁

基礎講習︑実務講習等を重ね︑

人間環境学部の森健太郎さん
判所に後見人等候補者として推薦

かせを行いました︒
︵４年︑以下同︶︑皆川哲也さん︑

応募資格 一般︑学生・生徒︵中

東川町ミニバレー協会主催の第

大仲原文さん︑植田千乃さん︑丸

学生以上︶

２ 回東川ミニバレー協会交流会の
出場者を募集します︒試合は全日

しと年金﹂をテーマに︑公的年金

締め切り ９月

日︵金︶︵当日

ープ﹁わたしと年金﹂担当︵〒

ービス推進部サービス推進グル

日本年金機構サ
応募作品の中から︑受賞作品と

西３│５│ ︶②電子メール

１６８│８５０５杉並区高井戸

構ホームページをご確認ください︒

予定です︒募集要領は日本年金機

ジに掲載し︑冊子として各地の年

受賞者を日本年金機構ホームペー

猛

金事務所で閲覧できるようにする

証券等のうち︑日本に返還された
もの︒
函館税関監視部統括監視官部門
は☎０１３８│40│４２４４

日本年金機構

﹁ わ た し と 年 金 ﹂テ ー マ に エ ピ
ソード募集
日本年金機構が主催して﹁わた

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
７ 月 日から８ 月 日まで
にご寄付をいただきました方
は次のとおりです︒

南島 恵三様
中西 定子様
丹野久美子様

︽ご香典の返礼にかえて︾
区
西町
北町２丁目

場

Watashito-nenkin@nenkin.go.jp
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
時〜

東川︑東神楽町に居住︑ま

大雪消防組合東消防署

時半

場所

同

日時 ９月７ 日︵日︶午前

対象
名︵先着順︶

たは勤務している方
定員
ＡＥＤを用いる心肺そ生法

│０ １ １９ ︑

号

大雪消

︵指導は大雪消防組合東消防署

内容
職員︶
申し込み・お問い合わせ
南３ 番 地 ︶ ☎

防組合東消防署︵東神楽町
FAX │４０３０

ひがしかわピアノさろん

秋の夕暮れコンサート
クラビオーラ︵鍵盤ハーモニ
カ︶︑バイオリン︑ピアノのさろ
バンド﹁こゆみこ﹂リーダーで︑

んコンサートです︒
ピアノとクラビオーラ奏者の折茂
由美子さん︑バイオリンの市山信
子さん︵ともに広島県在住︶の来
町４回目の演奏会︒ひがしかわピ
アノさろん主宰の三島知子さんが
加わり︑３ 人で﹁赤とんぼ﹂﹁も
みじ﹂など秋の曲目と﹁こゆみこ﹂
オリジナル曲を演奏します︒
日午後５時開演︵午

後４時半開場︶

日時 ９ 月
ひがしかわピアノさろん

︵南町４丁目︶
本公式ルールに準じ︑予選リーグ

預けた通貨︑証券類②帰国前に旧

のエピソードを募集します︒ご自

歳未満の男

れた﹂という被害が多いのが特徴

身やご家族と公的年金制度との関

消印有効︶

樺太︵真岡︑大泊︑豊栄絵︑留多

わり︑公的年金の大切さなどに関

加など︶︑旧満州︵瀋陽︑吉林︑

するエピソードをお寄せください︒

必ず２カ所に鍵を掛けて﹁２ロッ
撫順︑鞍山など︶にあった在外公
│０１１０

提出先 ①郵送

館︑日本人自治会に預けた通貨︑

開きます︒

旭川少年鑑別所の施設見学会を

旭川少年鑑別所

少年鑑別所施設見学会

安全係☎︵代︶

お問い合わせは生活安全課生活

ク﹂しましょう︒

です︒自転車を駐輪する時には︑

22

21

場所

人︵先着順︶

入場料 千円
定員

受付期間 ９月５日︵金︶〜同月
月８ 日︵土︶︑９ 日

日︵火︶
試験日
陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

︵ 日 ︶ の２ 日 間 ＝ 第 一 次 試 験
会場
川市春光町︶
▼防衛医科大学校看護学科学生

歳未満の男

日本国籍を有し︑来年４月
歳以上

10

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

馬

24

︵自衛官候補︶
資格
１ 日現在

21

82

困っていること︑悩みごとの
ご相談にお応えします︒秘密は
守られます︒事前にご連絡くだ
さい︒☎ │７５０５
今月の相談員は次のとおりです︒

株式会社 東川振興公社

月５日︵日︶午前９時〜

午後２時
旭川少年鑑別所︵旭川市豊
号︶

19

18

日ごろキトウシ高原ホテルをご利用いただき誠にありが
とうございます。
当ホテルは、皆さまに愛されるホテルとして新たに生ま
れ変わるため、内部全面改装の準備を進めています。そこ
で日ごろご愛顧いただいている皆さまからの声を聞くため
に、アンケート調査を実施しております。
また今年11月から来年５月いっぱいまで予定していた内
部改修は、工事を１年間繰り延べし、来年10月31日まで
営業を継続することとしました。
皆さまからいただいた貴重なご意見を参考に、心安らぐ
ホテルにいたします。

日時
場所
岡１条１丁目３番
①講演︑座談会﹁少年鑑別所

と地域社会との連携﹂②パネル展

内容

│５４６８

旭川少年鑑別所庶

示③性格検査体験④施設見学
お問い合わせ
務課☎︵直︶

戦後未返還の保管証券類を返還
しています
函館税関

税関では第２次世界大戦の終戦
後に海外から引き揚げて来た方々
万件の返還を行っています︒

から預かった未返還の保管証券類
約

お気付きの方は︑最寄りの税関︑
返還の請求は本人に限らず家族

税関支署にお問い合わせください︒
の方も行うことができます︒
対象は①戦後︑海外から引き揚

営業期間を１年間延長

女︵高卒︑高卒見込み含む︶
日︵火︶

歳未満の男

82

げた方が上陸地の税関︑海運局に

キトウシ高原ホテル

受付期間 ９月５日︵金︶〜同月

日︵土︶＝第一次

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

月

試験日 ９月 日︵火︶
試験日
試験
会場
川市春光町︶
▼同大学校医学科学生
歳以上

日本国籍を有し︑来年４月

１ 日現在

資格
女︵高卒︑高卒見込み含む︶
受付期間 ９月５日︵金︶〜同月
月１ 日︵土︶︑２ 日

日︵火︶
試験日
陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

︵ 日 ︶ の２ 日 間 ＝ 第 一 次 試 験
会場
川市春光町︶

旭川東警察署

油断大敵！ 自転車の盗難にご注
意
自転車の盗難が多発しています︒

19

10

15

今年は﹁鍵をかけていたのに盗ま

23

82

28

73

83
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