筆記具︑エプロン︑三角
食材料の一部１００円を負

月
時〜午後１時ごろま

日︵水︶

│５１

幼児センターは☎ │３４００︑

幼児センターから
子育て支援センターは☎
００

子 ど も・子 育て支 援 制 度で新 た

の

項目です︒

▼利用者負担額︵保育料︶

子 育 て 講 座・子 供 の 写 真 ス ク
ラップ方法

める水準を限度に設定します︵町
同

日時

ンジしましょう︒

お子さんの写真をステキにアレ

民税額をもとに算定︑国水準は来

保護者の所得に応じて︑国が定

年１月以降に示される予定︶︒町
場所

配慮して決定します︒子どもが

育料から変動が少なくなるよう
内容

定員

講師

児センター看護師︑菊地明香さ
んを囲んで︶

クリスマス会を開きます
大人もなんだかワクワクする季節

もうすぐクリスマス！子どもも

時半

託児希望者には託児室あ

写真３枚を各自用意

日︵金︶午前

時〜

月
時半

日︵月︶午前

幼児センター子育て支援セ
お子さんと保護者定員 特
おはなしの会ピッピ読み聞

ご自分のお子さん用に各

月 日︑感謝状

今年７月︑大雪山旭岳︵標高２

を贈りその行動をたたえました︒

陵一消防長︶は

動に対して︑大雪消防組合︵田中

旭川市内に住む４人の人命救助活

なった男性を救助した東川町内と

登山中に突然倒れて心肺停止に

登山者救助で感謝状

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

もの︶

レゼントを持参︵食べ物以外の

自３００円程度のクリスマスプ

持ち物

ロ演奏など

かせ︑リコーダーサークルイコ

内容

になし︵要予約︶

対象

ンタープレールーム

場所

同

日時

親子でご参加ください︒

ですね︒楽しいクリスマス会です︒

鈴木育美さん︵東神楽町

在住︶
持ち物

材料費 ６００円程度 ︵当日︶
その他
り︵申し込み時に申し出︶

乳幼児のお子さんが安心して遊

﹁よちよち教室﹂
べる場所です︒楽しく遊んでお友
だちをつくりましょう︒０歳児対
象の親子遊びの教室ですが︑お兄

月

ちゃん︑お姉ちゃんも一緒にどう
ぞ︒
日時
幼児センター子育て支援セ

正午
場所

時〜

子育て支援センタープレー

簡単に作れるスクラップブ

組程度

ルーム

子ども・子育て関連３ 法︵平成
２人以上いる世帯の負担は︑新

病・障がい﹂﹁同居親族の

月４日︵木︶午前 時〜

はこの水準を踏まえ︑現状の保

年８月成立︶に基づいて︑来年

な保育利用制度へ

４ 月から新たに子ども・子育て支
制度でも現行に準じて軽減する

常時介護・看護﹂﹁災害復
ンタープレールーム
対象 ０歳児のお子さんと保護者
組程度︵要予約︶
赤ちゃん体操︑親子遊び︑

千２９１㍍︶の旭岳ロープウェイ

日︑幼児センターの子ど

〝ドン〟
のお菓子︑
おいしいよ

月

もたちがドン菓子づくりの見学と
おいしいお菓子に大喜び︒
通称﹁ドン﹂﹁バクダン﹂
﹁ポップコーン﹂などと呼んでお
なじみのドン菓子の作り方を子供
たちに見せたい︱︒今春先生たち
のリクエストで始まったドン菓子
づくり︑﹁はたけの教室﹂の畑に
昔ながらの八列トウキビ︵飼料用
トウキビ︶を種まきし︑約 本の
トウキビを収穫︒﹁ほしのゆめ﹂
の新米と合わせて２種類のドン菓
子を作りました︒
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
巾

持ち物

担

費用

﹁生涯骨太クッキング﹂講座
食生活改善協議会主催の料理教

午前
予定です︒

配偶者からの暴力︵言葉の暴力
旧﹂﹁求職活動中﹂﹁就学﹂
定員

姿見の駅︵標高約千６００㍍︶か

内容
コロコロバトンつくり︑﹁子ど

います︒

もの病気﹂について交流会︵幼

太鼓の胴︑臼︑杵として利用して

救急業務に対する関心が高まり︑
高度な救急医療が求められていま

います︒他の樹種の木々とともに
長く東川の林業を支えてきました︒

す︒業務機能の高度化に伴って一

日から

年式︶に比べて救命処置が容易な

動心臓マッサージ器︶を導入し︑

層の救急業務向上に努めます︒

豊かな森の歴史を長く伝えたい︑
と願いを込めています︒
町では新築落成したばかりのキ
トウシ森林公園森林体験研修セン
ター︑国際交流会館︵旧女子学生
会館︶にそれぞれ１台ずつ配置し
ました︒ありがとうございました︒

大雪消防組合東消防署

救急車を更新しました

ど︑救急車を更新し 月

広い車内の高規格救急車になりま

これまでのⅡＢ救急車︵平成
㌢㍍︶を町に寄贈いた
町の開拓１２０年記念に︑と特

した︒新たに自動心肺蘇生器︵自

︵それぞれ直径約１００ ㌢㍍︑
厚さ約
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室です︒楽しく料理をしましょう︒
時間
援制度がスタートします︒保育の

含む︶︑職場のセクシャルハラス
﹁育児休業時に既に利用し

ッキング

必要量に応じて認定を受け︑その
認定区分ごとに施設を利用

保健福祉センター︵２階調

日時
で

する制度です︒︵関連の新

場所
理実習室︶

行ってきましたが︑新制度

認定をもとに入園決定を

て保育が必要であるという

でも︑家庭の事情を考慮し

幼児センターではこれま

入園児募集 ㌻を参照︶

対象 町内の方
月３日︵水︶

食材費の一部１００円を負

内容 簡単な料理

締め切り

担

費用
筆記具︑エプロン︑三角

巾︵バンダナ︶

持ち物
では基準が拡大します︒
▼保育が必要である事由に
保育が必要である事由と

女性に対する暴力相談窓口
人に一人が﹁配偶者
よって保育の必要量を認定

女性の約
からの暴力﹂に悩み苦しんでいま

メント︑ストーカー被害など︑内
ている子どもが継続して利

は︑﹁就労﹂﹁妊娠中また

容によって各種相談窓口がありま
用する必要があること﹂

は出産後間がない﹂﹁疾

す︒相談窓口をご案内するナビダ
﹁虐待やＤＶの恐れがある﹂

松 原 さん ︑森の歴 史 伝 える 巨 木
の特製テーブル寄贈

10

大雪消防組合東消防署はこのほ
務めている松原潔さん︵ 区︶か

運用を開始しました︒

日︑東川町森林組合長を
ら︑原木の幹をそのまま使って制

月

12

最新の資器材を効率的に配置して

だきました︒

30

す︒解決には早めの相談が問題解

イヤルは☎０５７０│０│５５２
﹁その他町長が認める場合﹂

︶年に同組合

12

11

別に依頼して制作しました︒北海
道林産試験場︵旭川︶のマテリア
ルグループ研究主任︑大崎久司博
︶年ご

士の調べでは︑２８ ２ 年程度の
年輪︒１９５５ ︵昭和

ろ伐採されたものです︒１６７
軍・徳川家綱治世の江戸時代に

３︵延宝元︶年前後︑４代将

落葉高木︑ハルニレの大木︵別

生まれました︒
名ニレ︑アカダモ︑通称エルムの
木︶です︒道内では街路樹として
もよく見かけます︒建材︑楽器材︑

10

決への第一歩です︒

け付けています︒

日︑北央信用組合︵札幌︑

２００５︵平成

てることにしました︒

啓発看板などの設置費として役立

伴って必要となる周辺の交通安全

町では東川小学校の新築移転に

昨年に次いで２年連続３ 度目︒

付金を手渡しました︒

長らが来庁し︑松岡市郎町長に寄

足立理事長︑川東寿春東川支店

寄付をいただきました︒

同から︑町にそれぞれ多額の現金

足立真理事長︶と同組合役職員一

月

今年も寄付

北 央 信 組 ︑町の交 通 安 全 活 動に

１０ です︒役場保健福祉課でも受

︶が︑突然

長時間型
（３歳未満児）

作した特製の銘木テーブル２ 台

10

ら約１００㍍の姿見散策コースで︑
地元の男性登山客︵
員が交通事故死したことをきっか
けとして同組合で交通安全活動︑
業所の所在市町村で交通安全に寄

職員の募金運動を始め︑道内

その時旭岳の散策道をパトロー

倒れて心肺停止状態になりました︒
ル中だった関眞宏さん︵東川町

うです︒ありがとうございました︒

与するための寄付を続けているそ

営

内︶︑小沼秀樹さん︵旭川市内︶︑
自然ガイドの中川伸也さん︑山下
なつ絵さん︵ともに東川町内︶の
心肺蘇生の心臓マッサージとＡＥ

４ 人が現場に居合わせ︑その場で

て救命治療︒搬送用のドクターヘ

Ｄ ︵自動体外式除細動器︶を使っ
リコプター到着までの間︑適切に
初期救急救命を行いました︒
この日は関さん︑小沼さん︑山
下さん３ 人が出席︒田中消防長か
登山者はその後旭川市内の病院

ら感謝状を受けました︒
搬送後の治療を受け︑車の運転が
できるほどに回復しています︒

満３歳未満で保育を必要
とする子ども
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３号
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長時間型
（３歳以上児）
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満３歳以上で保育を必要
とする子ども
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15

短時間型

28
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２号認定以外の満３歳以
上で就学前の子ども
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１号

30

小沼さん、関さん、山下さんの３人（右から）
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17

保育の必要量
（幼児センターでの利用区分）
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対象の子ども
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区 分
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