来年１月

方も大歓迎です︒
期間
日︵月︶の

日︵土︶︑同月

日︵日︶︑同月
場所 キャンモアスキービレッジ

３ 日間
時間 午後１時半から２時間
大人３千円︵中学生以上︑

☎︵直︶

│４７００ ︵文化
▼高等工科学校生徒︵一般︶
今年１月から記帳と帳簿書類の保
存が必要になっています︵所得税︑
復興特別所得税の申告が必要ない

応募資格 日本国籍を有し︑ 年
方を含みます︶︒

ギャラリー︶
の男子︵中学卒業︑同卒業見込

４月１日現在

歳以上 歳未満

後期高齢者医療広域連合保健事

来年１ 月

日︵土︶

受付期間 来年１月９日︵金︶ま
で
試験期日
陸上自衛隊旭川駐屯地また

︵第一次試験︶
会場
は自衛隊旭川地方協力本部︵旭
川市春光町︶

法人の確定申告は便利な電子申

細は︑旭川中税務署︵☎ │１４

記帳と帳簿書類の保存制度の詳

み含む︶

北海道後期高齢者医療広域連合

業実施計画の意見募集
北海道後期高齢者医療広域連合
︵札幌︶は北海道後期高齢者医療
広域連合保健事業実施計画案に対

人

する住民意見を募集します︒

定員
スキー連盟会員は２千円︶︑子

受講料
供２千円︵小学生︶︑申し込み
計画案は同広域連合ホームペー

日︵水︶〜来年1月

ジをご覧ください︒
月

http://iryokouiki-hokkaido.jp

期間

５１︶︑旭川東税務署︵☎ │６
２９１︶にお問い合わせください︒
国税庁ホームページもご覧くださ
い︒

http://www.nta.go.jp
地上デジタルテレビ放送難視聴
支援制度まもなく終了
テレビの地上デジタル放送難視

北海道総合通信局
上川総合振興局

告で

︶年から実施してきた衛

︵平成

聴地域の解消策として２０１０

特別税の申告︑各種届け出は電子
星放送︵衛星セーフティーネット

法人道民税︑事業税︑地方法人
申告＝ｅ ＬＴＡＸ︵エルタックス︶
をご利用ください︒
詳しい内容はホームページでも
掲載しています︒

事業︶は来年３月末日で終了しま
す︒地上デジタル放送を視聴する
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
〝ドン〟と響く爆発音︒〝ブ
ワーッ〟と辺り一面真っ白い煙が
もくもく︒出てきたバケツ山盛り
﹁おかわりちょうだい！﹂と大喜

のお菓子の山に﹁あま〜い！﹂
び︒

東川町日本語教育協議会

茶道教室のサポーターを募集し
ます

所定の

申し込み用紙で役場内スキー連

月 日︵火︶

締め切り

時に支払い

外国人研修生のための課外学習︑
申し込み・お問い合わせ

日本語習得のため来町している
茶道教室サポーターを募集します︒
期間 来年１月から毎月１︑２回
お問い合わせ 北海道後期高齢者

９日︵金︶︵必着︶

原︑都市建設課金山︶まで︑申
医療広域連合☎０１１│２９０

盟事務局︵担当・企画総務課吉
し込み用紙は連盟事務局にあり

茶道の経験を持つ女性︵年

時間 午後１時から３時間程度

ます

条件
齢︑流派不問︑自分で和服の着

自衛官等の募集

│５６０１

付けができること︶

バレー ボ ール大 会の参 加チーム

日本語研修生のための茶道

教室サポート︑指導は表千家流

内容

自衛官候補生等を募集します︒
お問い合わせは地域政策部 課
税課事業税関税係☎︵直通︶ │

http://www.eltax.jp

北海道労働局、労働基準監督署（支署）

自衛隊旭川地方協力本部南地区隊

東川町バレーボール協会

予定月の１日現在︑ 歳以上
歳未満の男子

白 色 申 告の記 帳 ︑帳 簿 等の保 存
制度について
旭川東税務署

個人の白色申告の方であって事
業所得︑不動産所得︑山林所得を
生ずべき業務を行うすべての方は︑

10
10月
月8
8日改定
日改定

を募集します
お問い合わせは自衛隊旭川地方協
力本部南地区隊☎ │０６４８

回町技バレーボール大会の

出場チームを募集します︒試合は
納税のポータルサイトは

５９２６︑地方税電子申告︑電子

日︵日︶午前９時か

▼自衛官候補生

第

27

応募資格 日本国籍を有し︑採用

月
分︶

90

23

17

男女混合９人制のリーグ戦です︒
日時
ら︵主将会議は午前８時
場所 Ｂ＆Ｇ東川海洋センター

川市春光町︶

（臨時、パートタイマー、アルバイトを含む）
（臨時、パートタイマー、アルバイトを含む）

の林慧子さん

役場教育振

日︵金︶＝必着

謝礼 １回について千円
月

応募・お問い合わせ

締め切り
興室︵担当は森︑田中︶☎内線
２６５

スキー＆スノー ボ ード教 室を 開
受付期間 年間を通じて

陸上自衛隊旭川駐屯地また

日︵日︶︑同月

試験日

18

は自衛隊旭川地方協力本部︵旭

会場

日︵月︶

月

対象 一般男︑女︵中学生以上︶

事務局

の大角さん︵役場写真の町課︶

14

748円
円
時間額
時間額

22

参加料 １チーム３ 千円︵学生２
千円︶

東川町スキー連盟

締め切り

きます
キトウシ森林公園キャンモアス

夫

月 日︵金︶まで

キービレッジを会場に︑小学３ 年
申し込み・お問い合わせ

岩田 定夫様
前川 倭子様
竹田 正子様
村上 陽一様
寺島美和子様

文

15

45

22

12

生以上対象の町民スキー＆ スノー
ボード教室を開きます︒初めての

ことができないご家庭は︑それま
でに地デジ対策工事を完了いただ
対策工事が必要な場合︑総務省

くことが必要です︒
地デジコールセンターまでご連絡
ください︒難視聴対策の衛星放送
月までに

終了時までに工事を完了させるた
めには︑遅くとも今年
工事することが必要です︒お問い
合わせは☎０５７０│０７ │０１
０１ まで︒

社協だより
温かい善意ありがとう
ございます
月 日から 月 日ま
でに社会福祉事業にご寄付
をいただきました方は次の
とおりです︒
︽ご香典の返礼にかえて︾
区
東町２丁目
西町３丁目
北町２丁目
区

﹁くらしの相談﹂
をご利
用ください

泉

困っていること︑悩みごと
を気軽にご相談ください︒秘
密は守られます︒社協相談室
で随時お受けします︒事前に
ご連絡ください︒
今月の相談員は次のとおり
です︒

【ミニバスケットボール】

12

◆ 第 3 9 回 旭 川 地 区ミニバスケット
ボール選手権大会兼第40回北海道ミ
ニバスケットボール選手権大会旭川
地区決勝リーグ（11月８、９日・当麻
小）

12

Higashikawa 2014 December
2014 December

23 Higashikawa

82

10

24

10

30

12

◆富良野年齢別水泳競技大会第29
回ふらのカップ（10月12日・中心街活
性化センターふらっと）

北海道最低賃金

40

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

各種大会成績

46

【剣道】

▼同同メドレーリレー（同） ②同（中
西慧、丸一、田代、大和田匠）
◆ 旭 川 地 区フットサルＵ ‐ 1 5 大 会
（11月８、９日・旭川市立東光中ほ
か）
▼準決勝
コンサ旭川 ７−０ 東光中
（佐々木２、阿部、櫛部２、小島、田中）
▼決勝
コンサ旭川 ３−０ 北門中
（高橋、櫛部２）
２年連続４度目の優勝。道北大会出
場権を獲得（11月24日（月）、名寄市
◇団体

【フットサル】

12

12

21

12

15

東川町ミニバスケットボール少年団
48‐22 旭川西御料地
同 34‐20 旭川永山
旭川千代田 24‐44 東川町ミニ
バスケットボール少年団
準優勝で全道大会の出場権獲得（１
月８日（木）〜11日（日）、恵庭市総合
体育館など）

12

15

▼9〜10歳男子自由形（50㍍） ②丸
一叶人（東川町水泳スポーツ少年団）
▼同同背泳ぎ（同） ①丸一叶人（同）
▼11〜12歳同同（同） ③紺野碧依
（同）
▼15〜19歳同同（100㍍） ②藤巻
倫太郎（東川高）
▼11〜12歳同平泳ぎ（同） ③紺野
碧依（東川町水泳スポーツ少年団）
▼9〜10歳女子バタフライ
（25㍍）
①高橋愛海（同）
▼ 同 男 子 同（ 5 0 ㍍ ） ③ 丸 一 叶 人
（同）
〔団体〕
▼９、10歳男子フリーリレー（100㍍）
①東川町水泳スポーツ少年団（田
代、中西慧、大和田匠、丸一）
◆遠軽地方青少年剣道大会（11月16
日・遠軽町総合体育館）

11

27

11

34

12

12

16

【水泳】

◆第36回北海道地区剛柔会選手権
大会（10月26日・東川町Ｂ＆Ｇ海洋
センター）
◇形
▼小学生低学年女子の部 ①岩野ゆ
い（東川小）②三戸凛音（同）③葛優里
（同）
▼同同男子の部 ①三戸颯将（同）
▼同中学年女子の部 ①葛愛里（同）
③清山美緋（東川第三小）
▼同同男子の部 ①高橋来良（東川
小）
▼高校女子の部 ①横山せれな（東
川高）
▼一般同 ①小池幸栄（剛柔会東川）
◇組手個人戦
▼小学生低学年女子の部 ①三戸凛
音（東川小）②岩野ゆい（同）③葛優里
（同）
▼同同男子の部 ①三戸颯将（同）
▼同中学年女子の部 ②葛愛里（同）
③清山美緋（東川第三小）
▼同同男子の部 ③馬場康太朗（東
川小）
、高橋来良（同）
▼同高学年同 ③清山千颯（第三小）
▼高校女子の部 ①横山せれな（東
川高）
▼大学・一般女子の部 ①小池幸栄
（剛柔会東川）

10

スポーツセンター）
▼中学生男子の部 ②東川錬成館
（杉山、宇野、木村、今村、七尾）
◆第24回少年剣道東川大会（11月３
日・東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
◇団体
▼小学生高学年の部 ③東川錬成館
（七尾、藤井、及川、窪田、木村）

【空手】

17
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