は１ 年間炊いてもアクは両手一

河川床工事を担当しており︑昨年

設部石狩川砂防事業の忠別川上流

ていました︒

た本を持ち寄って新たな読み手に

いらなくなった本︑読まなくなっ

大西さんからの寄付は︑１９９
無料リサイクルしている企画︒小

日︑文化交流館で秋

北海道東川養護学校

臨時寄宿舎指導員の募集

足早い季節の訪れを演出しました︒

らびやかなクリスマスツリーも一

やパネルシアターにくぎ付け︒き

かせでは︑子どもたちが大型絵本

旭川福祉専門学校の学生の読み聞

おはなしの会ピッピの皆さん︑

理本に人気が集まっていました︒

子連れが多かったためか絵本や料

さなお子さんと一緒に来館した親

︶年︑２００８ ︵同

︶年に次いで３度目です︒あり

８︵平成
がとうございました︒

月

恒 例・図 書 まつりで読 書の 秋 満
喫
昨年

た︒
日本プロ野球チーム︑日本ハム

東川養護学校では臨時寄宿舎指

ファイターズの球団キャラクター
見えしました︒選手を紹介しなが

引き継ぐ方の選考を行っています︒

までに滞納整理機構に整理事務を

１月︑２月は︑各町で３月末日

担の公平性を図っていきます︒

納税に誠意を見せない方との税負

確保を進めるとともに︑納税者と

によって滞納整理を進め︑税収入

す︒今後より一層の取り組み強化

りながら催告に応じない方がいま

していますが︑一部納税資力があ

す︒ほとんどの方はきちんと納税

納税は︑日本国民の三大義務で

公売を行います︒

産︑捜索を伴う動産差し押さえ︑

債権発見に至らない場合は︑不動

押さえを中心にした滞納処分です︒

与︑年金︑生命保険など債権差し

同校寄宿舎で寄宿舎生の生活指

導員を募集します︒

Ｂ・Ｂ君が等身大パネルで初お目
ら読書を勧める企画展︒大谷翔平︑
吉川光夫両投手ら人気選手がパネ

防衛大学校︵神奈川県横須

筆記試験
会場

賀市︶
▼予備自衛官︵一般︶
歳以上 歳未満の

年７月１日現在︑日本国
籍を有する

資格
者

日︵金︶〜同月

受け付け １月８日︵木︶〜３月
日︵火︶
試験日 ４月

年度の引き

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

日︵火︶のいずれか１日
会場

川市春光町︶

年度徴収実績と
受け状況

上川広域滞納整理機構

上川広域滞納整理機構︵事務
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ルコーナーに一堂に並び︑読んで
ほしい本を子どもたちに推薦しま

なってきました﹂と松岡市郎町長
に手渡しました︒町では一般寄付
した︒

組合再建をかって出て︑事業適
正化と合理化︑借入金の全額返
として受け︑子どもたちの教育環

材の現場で働き︑その伐採跡地を
取得して林業経営を行い︑積極的
境整備のために役立てることにし

け﹁東川の産業は林業とともに浮

握りしか出ない良いもんだね﹂

︶が出

年

日︑９区の大西賢英

さんから町に高額の寄付をいただ
きました︒
妻の博子さんとご夫婦で来庁し︑
﹁親子三代にわたってお世話に

い交流会︵セミナー参加は自由︑

事務局

セミナー参加は無料︑出

歳以上︶

出会い交流会は独身の男女限定
＝
参加費
会い交流会は１人千円
申し込み・お問い合わせ

の菊地︑柳澤︵役場地域活性課
内︶☎役場内線２６１︑２６２

自衛官の募集

│０６４８︑

自衛官を募集します︒お問い合

自衛隊旭川地方協力隊本部南地区隊

わせは南地区隊☎

│３７３７︑樽井さん☎ │

または町内募集相談員の小野さん
☎

４７０２︒

毎回好評の古本リサイクル市は︑

済を主導︒組合を経営安定に導

き沈みを繰り返して現在がある︒

ペレット燃料と新たな燃料も出
た忠別川上流左岸の道道旭川天人
としみじみと時代の変遷を話し

︵
︶︑佐藤誓也さん︵

ターにグミ︑さくらんぼの苗木４

ています︒

いた功績が高く評価されました︒

導林家を取得︒持続的な林業経営
かつて木材を燃料にした時代から

松岡市郎町長から表彰伝達を受

に植林と森林整備を進めて農林複
︶年北海道指

の実践︑人材育成の功績が認めら

回農林水産祭全国林業経営

今は石油に代わり︑今また木質

れました︒昨年３ 月︑町特別功労
第

者表彰︒

峡美瑛線天人峡地区道路決壊事故

てきた︒木質ペレットというの

は︑長男の隆政さん︵ ︶が出席︒
後の関連復旧工事で︑旭川開発建

推奨行事の席上行われた受賞式に

︶︑そして孫の鈴木智美さん

この日の報告には︑玲子夫人

席︒松岡市郎町長のほか上川総合
月地域貢献事業として幼児セン

︵
振興局南部森林室の石本雄一室長︑
松原潔東川町森林組合長も同席し

加 野 さん ︑林 野 庁 長 官 感 謝 状 伝

本ずつを植樹しました︒

達

報告後隆政さんから﹁長く町に

ました︒
お世話になってきました﹂と受賞

月

︶＝上岐登牛＝が林野庁

︶年以来

事務局の山鹿さん

月

の図書まつりを開きました︒約１

１９７３ ︵昭和
間にわたって東川町森林組合理事
を務め︑総務委員長として長く同

トした木質固形燃料の製造︑販売
事業で経営不振に陥った時︑自ら

東川小

会場 Ｂ＆Ｇ東川海洋センター︑

歳未満︑

ミニバレー協会員︑ミ

ニバレー愛好者

参加資格
①混成の部︵

歳以上︶②女子の部＝いずれも

種目
１チーム６人以内
参加費 １人５００円
日︵金︶︵必着︶

弁当あっせんあり︵６０

締め切り １月
その他

備え付けの申し込み用紙で同セ
ンター☎ │３７０５
お問い合わせ

昨年

日︑役場で伝達式を行いました︒

大西さん︑町に３度目の寄付

５０人が読書の秋に親しみみまし

長官感謝状を受賞し︑昨年

さん︵

東川町森林組合理事の加野眞一

を機に多額の現金を町に寄付いた
だきました︒町では写真の町推進
事業に役立てることにしています︒
ありがとうございました︒

日︑町は宮坂建設工

宮 坂・し ずお 共 同 企 業 体に 感 謝
状
月
組合健全経営に尽力してきました︒

昨年
業㈱︵帯広︑宮坂寺文社長︶︑し
化のエースとして期待されスター

１９８６ ︵昭和

歳以下︵高

︶年︑収益事業

ずお建設運輸㈱︵士別︑今井優子

︶年に発生し

社長︶の２社に町感謝状を贈りま
２０１０︵平成

した︒

導︑健康管理︑安全指導︑家庭と
学校との連絡に関すること︑寄宿
舎内外の環境整備その他関係部署
との連絡調整などの業務です︒ハ
ローワークを通してお申し込みく

歳以上

臨時寄宿舎指導員︵若干名︶

ださい︒
採用
応募資格
卒以上︶︑要普通自動車運転免
許︵通勤用︶
者は各自で事前に加入のこと︶

０ 円︶︑傷害保険はなし︵希望

午後７ 時半から翌日午前９

申し込み Ｂ＆ Ｇ海洋センターに

賃金 １回につき１万千２００円
︵片道２㌔㍍以上の場合通勤手
当支給︑労災あり︶
勤務

締め切り １月 日︵金︶まで

日本国籍を有し 歳以上

26.８

▼自衛官候補生︵男子︶

局・上川総合振興局内︶の平成
年度徴収実績と同 年度引き受け
上川広域滞納整理機構は上川管

状況をお知らせします︒
内北・中央部︵東川町︑鷹栖町︑
東神楽町︑当麻町︑比布町︑愛別
町︑上川町︑美瑛町︑美深町︑大
雪地区広域連合︶の地方税滞納額
の縮減を図るため︑各町に代わっ
て差し押さえ︑公売などの強制的
な滞納整理を行っている一部事務
組合です︒

4,754万円

資格

歳未満の男女

1億7,753万円

│３７０５

受け付け中

歳未満の者
受け付け

日︵日︶︑同月
日︵月︶︵年度採用計画数に達

試験日 １月

ます︶

する場合実施しないことがあり

歳以上

26年度

34

２００９︵平成 ︶年に設立︑

38.３

26

納税に誠意のない方に対して毅然

5,773万円

☎︵ｆａｘ ︶

開きます

﹁まち︵ 町 婚 ︶
コンふぉーらむ ﹂を
町︑東川町次世代まちづくり連
絡協議会は︑﹁結婚と子育てから
手に入れるすてきなライフスタイ

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
川市春光町︶または同隊旭川地

会場

方協力本部
▼防衛大学校学生一般︵後期︶
日現在

日本国籍を有し 年４月１

講師はラジオＤＪ などで活動する
日︵日︶午後３ 時か

資格
日時 １ 月

日︵水︶〜同月

︵高卒︑同見込み含む︶
受け付け １月

1億5,062万円

時まで︵休憩は午前０時半から

10

29

18

10

として滞納整理を進めてまいりま

25年度

27

した︒整理方法は︑預・貯金︑給

収納率
（％）

２時間︑週２日程度の勤務＝最
ハローワーク紹介状︑

高週４日まで︶
必要書類
履歴書︵顔写真貼付︶

ル﹂をテーマに︑﹁まち︵町婚︶

面接 随時
│４５８６

番地︶☎

東川養護学校︵西

号北

20

24

25

２００１︵平成

合経営をしてきました︒

25
40

竹本アイラさんを予定しています︒

ンサー︑水野悠希さん︑セミナー

を開きます︒司会はフリーアナウ

コンふぉーらむ﹂と出会い交流会

お問い合わせ
︵担当は藤吉さん︶︒

ミ ニ バレ ー ボ ー ル 大 会 の 参 加
チーム募集
回東川町長杯ミニバレー

東川町ミニバレーボール協会主

地域交流センター︵東川小

ら同７時ごろ
場所

日︵土︶＝１次

収入額

11

Higashikawa 2015 January
2015 January

35 Higashikawa

催の第

ボール大会参加申し込みを受け付
けます︒

①２月

日︵金︶まで
試験日

滞納整理引き受け額、収入額の状況

82

48

40

まちづくりセミナーと出会

隣接︶
内容

各町からの
引き受け額

(昨年11月末現在)

18

27

14
25

86

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

分から︵受け付け開始︶

日時 ２月８日︵日︶午前８時

25

26

22

21

21

28

21

82

11

18

30

雇用期間 学期ごとに更新

45

20

25

61

82

27

13

22

64

61

23

82

16

20

20

18

36

82

30

11

29

11

10

41

26

53

34 59

10

