いる地元よりも東川町内の行きつ

なって関われる﹂﹁自分が住んで

動は必ず火を消してから○外出︑

の使用は止めましょう○給油や移

すい物の近く︑落下物がある所で

しましょう○カーテンなど燃えや

11
造会社︑役場︑ひがしかわ観光協

りできる空間を提供して遊びに行

あることがわかった﹂﹁おしゃべ

防署は☎

時は十分に注意しましょう︒東消

│０１１９です︒

会︑日本語研修会場となっている

○使用する前に必ず点検︑整備

▼暖房器具使用上の注意

しょう○カートリッジ式の灯油ス

トーブは︑燃料タンクのふたを完

全に閉めましょう︒

ＮＰＯ法人こころりんく

池 田 千 鶴 子ハー プコンサートの

ご案 内

開拓120年記念
開拓120年記念
町
町 民ご
民ご祝
祝儀
儀米
米

ＮＰＯ法人こころりんく︑ＮＰ

共催でハープ奏者︑池田千鶴

Ｏ法人さくら・旭川通勤寮さぽー

と

子さんのソロコンサートを開きま

す︒演奏会終了後︑懇親会も予定

日︵日︶午後３時か

12

しています︒

月

ら︵午後２時半開場︶

日時

共生サロンここりん︵東町

１丁目︶

場所

10

22

ける図書館を﹂﹁幼保一元化で生

日

31

活環境の違う子どもたちが一緒に

日︵水︶から同月

15

北工学園に分かれてインターンシ

月

︵金︶まで︑全道一斉秋の火災予

運動期間中︑皆さんのお宅を消

観賞料

防運動を展開します︒

申し込み︑お問い合わせ 共生サ

千円

防団員が訪問して防火を呼び掛け

ロンここりん︵担当︑安井さん︶

10

ップ研修をしました︒

インターンシップ研修の大学生が

武蔵野大学︵東京・西東京市︶

発表会

の学生が約１カ月間︑インターン

シップ研修として来町し︑９月

日︑役場会議室で成果を発表しま

した︒

同大文学部日本文学文化学科︑

小西和信教授のゼミ学生９人︒就

職活動前の職場研修として２年前

から町役場で職場研修を受け入れ

16

ます︒住宅用火災警報器を設置し

☎
│２６６６

ていないご家庭は早急に設置して

自衛官の募集

ください︒既に設置済みのお宅で

は定期点検としっかりとした管理

をお願いします︒

82

ふるさと交流センターに合宿し︑

21

ています︒

日から約1カ月間職員同様

に企画総務課︑税務課︑定住促進

８月

課︑写真の町課︑保健福祉課︑幼

2014 October

児センター︑教育委員会に分かれ

19 Higashikawa

自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

【水泳】
◆第33回上川管内スポーツ少年団水泳交流大
会（８月31日・富良野市中心街活性化センター
ふらっと）
▼小学３年女子自由形（25㍍） ②関いこい
（東川水泳スポーツ少年団、以下同）▼同４年
男子同（同） ①丸一叶人②紺野光彩▼同５年
女子同（50㍍） ①菊地那月▼同同男子同
（同） ①田代廉人▼同６年女子同（同） ②中
西優生▼中学男子同（100㍍） ①紺野碧依▼

本年度採用の自衛官候補生を募

◆第36回北海道小学生剣道旭川大会（８月10
日・東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
〔個人戦〕
▼５年 ②及川沙南（東川錬成館）③木村咲太
（同）

これからは暖房器具を使用する

【剣道】
◆第21回北部北海道天塩地区剣道大会（９月
15日・天塩中学校）
▼小学高学年の部 ③東川錬成館（窪田、木
村、七尾、及川、藤井）

機会が増える季節です︒使用する

▼決勝
旭川千代田38‐26東川

小学２年同背泳ぎ（25㍍） ②高石大成▼同 （同） ①丸一叶人②大和田匠海▼同同女子
３年女子同（同） ②関いこい▼同男子同（同） （同） ①高橋愛海▼同５年男子（同） ①田代
①中西慧▼同４年同同（同） ①丸一叶人▼ 廉人▼同６年女子（同） ①中西優生▼一般男
同６年女子同（50㍍） ①中西優生▼同３年 子（同） ①藤巻倫太郎
同平泳ぎ（25㍍） ③関ひより▼同同男子同 ◇バタフライ
（同） ③中西慧▼同４年同（同） ①紺野光彩 ▼小学３年女子（25㍍） ①関いこい②川口
▼同６年女子同（50㍍） ①関息吹▼中学生 萌果▼同５年男子（同） ①田代廉人▼同同女
男子同（同） ①紺野碧依▼小学３年女子バタ 子（同） ①菊地那月▼同４年男子（50㍍）
フライ（25㍍） ①関ひより▼同男子同（同）
①丸一叶人▼同同女子（同） ①高橋愛海▼同
②下関煌正▼同５年同同（50㍍） ②田代廉 ６年同（同） ①中西優生▼中学男子（同） ①
人▼同６年女子同（同） ②関息吹▼小学３年 鷲見圭飛▼一般同（同） ①藤巻倫太郎▼同女
メドレーリレー ④東川水泳スポーツ少年団 子（同） ①中村舞
（高石、中西慧、川口、下関）
◇平泳ぎ
▼同５年同 ④同（関い、関ひ、田代、紺野光） ▼小学２年男子（25㍍） ①高石大成▼同３
▼同６年同 ②同（中西優、菊地、関息、丸一） 年同（同） ①西潟航矢▼同同女子（同） ①関
▼同３年フリーリレー ③同（高石、中西慧、川 ひより▼同５年男子（同） ①田代廉人▼同同
口、下関）▼同６年同 ②同（関息、菊地、中西 女子（同） ①福積璃音▼中学男子（同） ①藤
優、丸一）
巻憲次郎▼一般女子（同） ①藤巻貴久子②山
口佐知子▼小学３年男子（50㍍） ①中西慧
▼同４年同（同） ①丸一叶人②紺野光彩▼同
５年女子（同） ①菊地那月②鷲見莉子▼同６
年同（同） ①関息吹▼中学男子（50㍍） ①
紺野碧依
◇クロール
▼小学１年男子（25㍍） ①石橋喬②高橋晴
矢▼同２年同（同） ①高石大成▼同３年同
◆第22回東川町民水泳大会（８月17日・東川 （同） ①下関煌正②西潟航矢③杉浦爽真▼同
同女子（同） ①関いこい②関ひより▼同５年
町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
同（同） ①福積璃音▼一般男子（同） ①吉田
◇個人メドレー
▼小学４年男子（100㍍） ①丸一叶人（東川 豊彦②千葉重志③武田康行▼同女子（同） ①
水泳スポーツ少年団、中学生以下同）②紺野光 安藤真由美②金沢恵み▼小学２年男子（50
彩▼同５年同（同） ①田代廉人▼同同女子 ㍍） ①大和田彪尊▼同３年同（同） ①中西
（同） ①鷲見莉子▼同６年同（同） ①関息吹 慧②石原徳③下関煌正▼同同女子（同） ①川
▼中学男子（同） ①鷲見圭飛②山崎悠人③紺 口萌果▼同４年男子（同） ①丸一叶人②紺野
野碧依▼小学５年女子（200㍍） ①菊地那月 光彩③大和田匠海▼同同女子（同） ①高橋愛
▼一般（同） ①中村舞
海▼同５年男子（同） ①田代廉人▼同同女子
◇背泳ぎ
（同） ①菊地那月②鷲見莉子▼同６年同（同）
▼幼児（25㍍） ①中村小雪▼小学２年男子 ①中西優生▼中学男子（同） ①鷲見圭飛②山
（同） ①高石大成②大和田彪尊▼同同女子 崎悠人③紺野碧依▼一般同（同） ①藤巻倫太
（同） ①福積樺音▼同３年男子（同） ①下関 郎
煌正②石原徳③杉浦爽真▼同同女子（同） ① ◇フリーリレー（100㍍）
関いこい②川口萌果▼同５年同（同） ①菊地 ①ガッツだぜ‼（山崎、藤巻貴、藤巻憲、鷲見
那月②福積璃音▼一般男子（同） ①千葉重志 圭）②YA・RI（中西優、高橋愛、鷲見莉、関息）③
▼同女子（同） ①小野幸子②山口佐知子▼小 1/2メガネチーム（紺野碧、菊地、田代、丸一）
学３年男子（50㍍） ①中西慧▼同４年同

﹁公務員にもいろいろな仕事が

【ミニバスケットボール】
◆第38回旭川地区ミニバスケットボール夏期
大会（８月31日・美瑛町スポーツセンター）

て勤務しました︒

各種大会成績

83

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

﹁職場の雰囲気がよく︑非常に

けの店が増えた︒結婚届はここで

ハローワーク紹介状︑

楽しかった﹂﹁客室が宿舎になっ

出したい︒子どもはここで生みた

履歴書︵写真添付︶

ていて最高でした﹂﹁日本のお風

就寝時には︑完全消火を確認しま

提出書類

呂は最高︒温泉大好きになりまし

い﹂などと発表していました︒

随時

台湾の大学生が就職活動前のイ

た﹂などとそれぞれ感想を話しま

面接

ンターンシップ研修で来町し︑７

した︒事業所にとっても﹁日本語︑

インターンシップ研修終え︑台湾

月から９月まで約２カ月間︑町内

の大学生帰国

の事業所７ カ所で日本の事業所で

大雪消防組合東消防署

秋の火災予防運動が始まります

に接してくれた﹂と優秀な人材だ

英語︑中国語︑フランス語︑パソ

９月３ 日︑実習を修了した一行

ったようです︒

コンが出来て︑屈託なくお客さん

は松岡市郎町長と懇談し︑﹁また

働く体験実習をしました︒

来たい﹂とすっかり東川のファン

になったよう︒町では全員に特別

町民認定書を進呈しました︒

研修は昨年に続いて２年目︒輔

歳までの女子大生

24

仁大学︑台湾大学︑淡江大学︑台

歳から

20

中科技大学︑大葉大学︑長栄大学

の

人が来日し︑旭岳温泉のホテルと

歳未満の男

ユースホステルの３ カ所︑機械製

集します︒

歳以上

27

日本国籍を有し︑来年４月

１ 日現在

18

資格

月上旬︑同

11

子

月下旬︑

10

受付期間 通年

月中旬

試験日

│０

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

川市春光町︶

南地区隊☎
22

会場

６４８

お問い合わせ

15

社協だより

16

温かい善意ありがとう
ございます

８ 月 日から９ 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︒

一男様

藤田
駿様
稲沢キミ子様
松田
明様

古髙

︽ご香典の返礼にかえて︾

東町３丁目
北町２丁目
区

東倉沼

︽社会福祉事業に︾

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

小夜子

お気軽にご相談ください︒秘
密は守られます︒事前にご連絡
をお願いいたします︒今月の相
談員は次のとおりです︒

盛永

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

31

引換券

（期間限定）
10月
月10日㈮
日㈮ 〜
〜 同月
同月26日㈰
日㈰
（期間限定）
東川町は1894（明治27）年以来、開拓120年の大還暦を迎えました。この慶事を町民の皆さまとともに祝うため、
皆さまに新米の「東川米」をご祝儀米として全町プレゼントいたします。
交換場所は、①役場（企画総務課、平日午前8時半〜午後5時15分まで）②キトウシ森林公園物産センター（平日、
土、日曜日のいずれも午前9時〜午後5時まで）③月、水、金曜日の午前中＝第一、第二、第三各コミュニティーセ
ンター④火、木、土曜日の午前中＝西部コミュニティーセンターです。持参した引換券（コピー不可）とご祝儀米を
無料交換いたします。ご祝儀米は１世帯１袋ずつ１回限り、精米３合（450ｇ）入りです。
ご氏名

ご住所

東川町

