念の東川米１俵︵ ㌔㌘︶のプレ

人で来庁し︑合田博副町長から記
と環境を守る事業○事前散策路整

安田侃モニュメント購入事業○水

業○オリンピック選手育成事業○

町事業○株主の森育成オーナー事

と仕切り棒セット︑木のキッチン
ゼントを受けました︒

さん︑長女の奈央ちゃんと親子３

おままごとセットの２種類︒昨年

遊具は小さな三角すいのコーン

キトウシパークゴルフ場で開いた

育成会相談員の守屋陽子さん︶

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
１食分︑当日徴収︶

子 育て講 座﹁エコクラフト﹂を 開
チャリティーパークゴルフ大会
で知って移住相談に来ました︒そ

﹁水がいいことをホームページ
として活用しています︒

備事業○東川ワイン事業︱の資金

きます
の参加料を当てて購入したそう

ターで福祉専門学校の学生がハン

日現在

歳以上

歳未満の者
日︵火︶まで
①４月 日︵金︶〜同月

受け付け ３月
試験日

日︵火︶のいずれか１日
会場

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
川市春光町︶または自衛隊旭川
地方協力本部

国有林野の管理経営に関するモ

国有林モニターを募集します︒依

に関する意見︑提言を募るための

旭川東警察署

年︒事件を起こ

﹁地下鉄サリン事件﹂発生
から今年で

した旧オウム真理教は︑今も
全国で新たな信者を獲得して
教団活動を続けています︒Ｓ
ワーキング・サービス︶︑街

ＮＳ︵ソーシャル・ネット
頭でのヨーガ教室勧誘など︑
おかしいと思ったら最寄りの
警察にご連絡ください︒
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参加費 １８０ 円︵親子の給食代

よちよち教室を開きます
簡単にできるクラフト講座です︒
当日は託児もできます︒

０ 歳児対象の親子遊びの教室で
す︒乳児のお子さんが安心して遊
の時株主制度があることを知って︑

福 祉 専 門 学 校の学 生 がハンドベ

です︒
ふるさと納税しました﹂と思わぬ

時〜

時半

ドベル演奏でクリスマスを祝福し

現在︶︒株主の皆さまには︑その
年の東川特産品を送り︑特別町民
証カードを提示すると町内公共施

町は出資金を原資に︑○写真の

利用できるなどの特典があります︒

設の宿泊︑研修施設を半額優待で

の寄贈をいただきました︒町では

月︑写真の町ひがしかわ

特 設 会 場

▼予備自衛官補︵一般︶

地方協力本部

相内俊一理事長︵小樽商科大学名

ソーシャルビジネス推進センター︑

幼児センターの子どもたちの遊具
としてさっそく配備しました︒あ
りがとうございました︒

株主１億円超えた〜記念の親子
昨年

に東川米

月 日︑農村環境会セン

ルでクリスマス

エプロン︑洗濯ばさみ

日︑旭川ケーブルテ
株主制度︵ふるさと納税︶で町の

昨年

プレゼントに笑顔いっぱい︒﹁特
は特別町民証を利用して町内に一

になってくれた方は︑全国３千２

株主制度で東川町のサポーター

泊します﹂と喜びました︒

別町民証もいただいたので︑今日

子育て支援センタープレー

ルーム

場所
組程度︵２月２日から受
子育て中の保護者どなたで

万千万円となりました︵１月 日

簡単に作れるエコクラフト

２９人︑出資総額延べ１億１２３

た
月

株主となった東川応援サポーター
の出資総額が１億円を超えました︒

尾崎社長︑斉藤裕一放送セン
ちょうど１ 億円目の株主となっ
日︑妻の愛

ター長︑山下敦規コミュニティー

︶︒１ 月

ＦＭ開設準備室長３ 人が来庁し︑

さい︒

すので︑ご希望の方はご来場くだ

さん︵

たのは札幌市内在住の村上智章

た︒

松岡市郎町長に目録を贈呈しまし

児用遊具を寄贈してくれました︒

レビ㈱︵尾崎吉一社長︶が町に幼

昨年

幼児用遊具を寄贈いただきまし

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

︵ 個︶

持ち物

川在住︶

講師 ＭＡＴ︑紺野明美さん︵東

講師に支払い︶

内容

前年の車いすに続いて２年連続

参加費 ５００ 円︵材料費︑当日

も

対象

け付け︑先着順︶

募集

日︵木︶午前

日時 ２ 月

子育て支援センタープレー

同

べる場所です︒親子で楽しく遊び

時〜

ましょう︒お兄ちゃんやお姉ちゃ
日︵金︶午前

んも一緒にどうぞ︒

子育て支援センタープレー

日時 ２ 月
正午
場所
組程度︵要予約︶

ルーム
募集
赤ちゃん体操︑親子遊び︑

対象 ０歳の幼児と保護者
内容
﹁離乳食について﹂︵講師は幼
児センター栄養士の光島可緒梨︑
園田多映子︶

日ごろ仕事が忙しいお父さん︑

﹁お父さんも遊ぼう﹂交流会
お子さんと一緒に遊びましょう︒
交流会を予定しています︒家族で
日︵土︶午前９時〜

ご参加ください︒
日時 ２ 月
正午︵交流会は午前 時から︶
場所
組程度︵要予約︶

ルーム
募集
乳幼児を子育て中ならどな

たでも

対象
雪遊びや運動遊びなど︑交

流会︵講師は旭川市手をつなぐ

内容

町教委主催の第９回しらかば学

資格

日本国籍を有し 年７月１

誉教授︶を講師に迎えて︑ヒュー
マン・フォーラム﹁小さな自治体
が生き残る道﹂を開きます︒
日時 ３月８日︵日︶午後１時
好蔵寺会館ホール︵北町８
丁目︶

場所

法人ソーシャルビジネス推進セ

講師 ＮＰＯ︵特定非営利活動︶

参加費 ５００円

林野庁北海道森林管理局

ニター募集
│２６５５

自衛官等の募集

頼する方には依頼状を発送してお

国有林の役割︑現状︑管理経営

自衛官︑予備自衛官補を募集し

知らせし︑会議︑モニター視察会

年

などへの出席︑アンケート調査へ
│４７０２︒

歳未満

地下鉄サリン事件から

│０６４８︑または町内募集相

自衛隊旭川地方協力隊本部南地区隊

☎

お問い合わせ 好蔵寺の両瀬さん

ンター理事長︑相内俊一氏

27

ました︒
原則として町内在住の小学

新１〜３年生

募集

（正面玄関すぐ左）
（旭川市4条通9丁目）
▶期間／3月16日㈪まで
※会場は税務署内ではありません
（土、
日、
祝日を除く）
▶期間／2月2日㈪〜3月16日㈪
午前8時45分〜午後5時
（土、
日、
祝日を除く）
▶役場税務課☎内線
（123、124）
午前9時〜午後5時（午後4時受付終了）
▶旭川東税務署☎23-6291（自動音声案内）

34

級クリスマス音楽会として介護福
日︵金︶

事務局の高橋さん

体験会締め切り ２月
体験申し込み

年間１万２千円︵ほかに保

☎０９０│６０９６│５３３０
会費

曜日午後６時

確定申告、納税は3月16日までに

ます︒お問い合わせは南地区隊☎
談員の小野さん☎ │３７３７︑
▼自衛官候補生︵男子︶

樽井さん☎
資格

場所 Ｂ＆Ｇ東川海洋センター

19

■税務署対応の会場
■役場会場

旭川北洋ビル9階
役場1階第1小会議室
10 24

祉科１年生 人が出演しました︒
クリスマスにちなんでディズニー
映画・ピノキオから主題歌﹁星に
願いを﹂︑アニメーション映画・
千と千尋の神かくしから主題歌

険代８００円︑ユニフォーム代

小学校２年生の教科書に採用され

分から約２時間︑

ニーランドテーマ曲﹁
別途︶
Itʼs
A
Small
︵小さな世界︶﹂の３ 曲を
うはなんてうんがいいんだろう﹂︑ その他 練習は基本毎週１回︵火
World

演奏︒ハンドベルの柔らかな響き

東川小体育館︶

協会結成バレーボール大会の参

ている﹁にゃーご﹂など︑やさし

加者募集

さや思いやりがいっぱいあふれて
いるお話の数々︒宮西さんは﹁人

町内在住のピアニスト︑三島知
間は一生懸命生きることが大事︒

が優しいひと時を演出しました︒
子さんのピアノ独奏︑学生と一緒

結成バレーボール大会の参加者を

回東川町バレーボール協会
募集します︒

第

ちは大人を見ている︒大人が一生

日時 ２月

遊ぶ時は一生懸命遊ぶ︒子どもた
懸命やらないと︑子どもは一生懸

ら︵主将会議は午前８時 分︶

日︵日︶午前９時か

命にしない︒みんな一生懸命に生
きてください﹂などと話しかけま
した︒

募集

歳以上

日︵金︶︑同月

受け付け中

日︵土︶︵年度採用計画数

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
川市春光町︶または自衛隊旭川

会場

あります︶

に達する場合実施しないことが

月

日︵土︶︑同月 日︵金︶︑同

試験日 ２月

受け付け

日本国籍を有し︑採用予定

締め切り ２月９日︵月︶まで

月の１日現在

一般男女︵中学生以上︶

せのほかに︑おはなしの会・ピッ

の者
東川町バレーボール協

男女別６人制リーグ戦

試合方式

角さん︶

会事務局︵役場写真の町課︑大

申し込み

千円︶

参加料 １チーム３千円︵学生２
した︒

ピの会員の皆さん︑地域子育て支

１月

ターで開いた親と子の移動朗読会

ト募集

チアリーディングの新チームメイ

ヒューマン・フォーラム開催
好蔵寺同朋の会

12

18

19

援センター職員が４話を朗読しま

会場では︑宮西さんの読み聞か

45

14

13

ＮＰＯ︵特定非営利活動︶法人

27

に︑絵本作家の宮西達也さん︵静
岡県三島市在住︶が来町して︑代

日︵火︶︑

４ 月から入会の新チームメイト

大雪子どもチアリーディングチーム

表的な８作品を会場で読み聞かせ
今年最初のおはなし会は︑宮西

しました︒

を募集します︒２月

28

20

50

日︑農村環境改善セン

の合唱も楽しみました︒

60

82

18

20

27

15

宮西達也さん来町のおはなし会

82

29

82

﹁いつもなんどでも﹂︑ディズ

10

日︵同︶に体験会を開きま

同月

回講談社出

版文化賞絵本賞を受賞した﹁きょ

ワールドの世界︒第
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