く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
︵東川町発行︶に協力をいただき︑

がある椅子︑通称・幸せの椅子

ほど︑乳児を介助できるスペース

総会

山書の会が東川で初めての全国
席上町に２００冊を寄贈していた

ター刊︑四六版２１６㌻︶を出版︒

山讃歌﹂︵北海道出版企画セン

本年度総会に合わせて自著﹁大雪

その間︑農家の繁忙期の子育て
︵幅１２０㌢㍍︑高さ約 ㌢㍍︑
だきました︒

うございます︒

のために︑と町内で初めての季節
道産ナラ材︶１ 脚︵

アナス︵水谷松治社長︶からこの

保育所を創設して町の幼児保育体
相当︶を町に寄贈していただき

を務めました︒

学児童のための交通安全教室指導︑
制の充実などに力を尽くしました︒

年目︒新入

︶年４月から町交通安全

毎月２回の街頭啓発︑交通安全運
町では町の事業のために役立てる

万５ 千 円

の高澤光雄さん︵札幌市在住︶︒

のは︑同会会員で山岳文化研究家

東川フォトクラブ

東川フォトクラブ主催の町民撮
撮影地は美瑛町内︒新栄の丘︑

影会参加者を募集します︒
ふれあい牧場︑拓真館︑四季彩の

日 ︵ 日 ︶ 午 前９ 時

丘︑かんのファーム５カ所を巡る
７月

予定です︒
日時

26
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︵平成

動期間中の交通安全活動︑町内行

指導員を務め︑今年

事などの交通整理ボランティア活

の会︵東京︑水野勉会長︶の本年
度全国総会がキトウシ高原ホテル
で開かれました︒

製品になった一脚を寄贈してい
大雪山関係諸誌を紹介している

町民撮影会の参加者募集

ました︒

赤ちゃんがつかまり立ちをして
﹁山と人との関係﹂を研究する﹄

﹃山岳関係の文献を通して﹁山﹂

を設け︑お母さんが座った状態で
︶年に発足︒山岳関係の専門家

ことを目的として１９６２︵昭和

夫を加えています︒

おしめを変えたりしやすいよう工

も椅子から落ちないよう周囲に柵

日︑日本山書︵さんしょ︶

ことにしています︒ありがとうご
ざいました︒

日︑花本建設︵旭川︑花

に尽くしてきました︒

６月
本金行社長︶から今年も町に多額

ただきました︒各種届け出窓口
﹁大雪山から育まれる文献書誌集﹂

宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます

花本建設から寄付

日︑東町２︑永楽寺住職
です︒各地から

がある役場１階定住促進課ロ

ため来庁しました︒故了雄さんは
戦後同寺を創寺し︑長く初代住職

サマージャンボミニ7,000万円と同時発売

永 江 さ ん ︑会 葬 お 礼に 多 額の 寄
付

６月

東川町で初めて年次総会を開きま

人が出席して︑

デザイン椅子︒旭川市民の寄付と
した︒本道での総会開催は昨年の

ら全国１２０人の会員がいるそう

遺志を受けて旭川家具工業協同組

旭川市工芸センターが考案した

花本社長︑橋本博昭専務の２人
合︵渡辺直行理事長︑ 社加盟︶

の寄付をいただきました︒
が来庁し︑松岡市郎町長に手渡し

東川での総会開催の労を取った

帯広大会に続いて２年連続８回目︒

︶から町に多

ました︒町では写真の町事業に役
の加盟社で製造を受託︒同社も

の永江竜心さん︵

︶とともに来庁し︑松

総代で葬儀委員長を務めた中田正

加盟社として製造を引き受け︑

額の寄付をいただきました︒同寺
光さん︵
立てます︒ありがとうございまし

ビーに配置しました︒ありがと

た︒

岡市郎町長が寄付をいただきまし

等学校卒業程度の認定試験に

た︒

町内の木工家具製造︑インテリ

合格した者︵旧大学入学資格

︵雨天決行︑農村環境改善セン
ター集合バス送迎︶
定員

インテ リ アナス ︑役 場 ロ ビ ー に

火山？﹂︵中川光弘北海道大学
検定を含む︶で①に挙げる者

歳で逝去した父︑

大学院理学研究科地球惑星科学
と同等の資格があると認めら

同月３ 日︑

専攻岩石学・火山学研究グルー
れる者⑤受験時において次の

了雄さんの会葬お礼のあいさつの

プ教授︶②﹁活火山・旭岳と共
技能証明を有する者▼飛行＝

の資格以上の技能証明を有する
者で︑採用日までに資格取得見
第一次教養試験は一般

込みの者含む
試験種目

日本年金機構の職員用パソコン端末機がウィルスに感染し、保有情報の一部が外部に流出し
たことが、５月28日に判明しました。
現時点において確認されている個人情報は約125万件です。該当するお客さまには基礎年金
番号を変更させていただき、万全の対処を期す方針です。そのための準備を早急に進めてまい
ります。
以下のようなことは一切ありません。ご注意ください。

﹁幸せの椅子﹂

人︵男女不問︶

参加料 ３００円︵傷害保険料︶
生する風土へ﹂︵和田恵治北海

23

道教育大旭川校教授︶③﹁火山

日︵水︶

カメラ︵種類不問︑必要

締め切り ７月
その他

機または回転翼航空機の事業

大雪山の監視〜﹂︵松

災害から身を守る
る火山

用操縦士の資格以上の技能を有
検査証明書を有する者▼整備＝

し︑かつ有効な第一種航空身体
国土交通大臣が交付した飛行機

北海道火山勉強会

森敏幸旭川地方気象台長︶
事務局︵北海道大学大学院理学

お問い合わせ
研究院内︑担当・松本さん︶☎

第一管区海上保安本部は27年

日︵日︶

来年１月１日︵金︶

日本年金機構

抽選日

37

国土交通大臣が交付した飛行

な方は三脚含む︶︑昼食︑飲料
水持参
参加料を添えて町文化

ギャラリーまで☎ │４７００

申し込み
会長の香川さん☎

または回転翼航空機の二等航空

度海上保安庁船艇職員等採用試験

整備士︵旧三等航空整備士含む︶

０１１│７０６│３５８５

北海道火山勉強会︵事務局・北

第一管区海上保安本部

海上保安庁船艇職員等の募集

海道大学大学院理学研究院︶は︑

７月

的な知識についての多肢選択式
第一次試験日

︵教養試験︶＝合格者を対象に

を実施します︒

第二次試験︵面接︑身体測定︑

区分 ○船艇職員各若干名︵航海︑
機関︑主計︶○無線従事者若干

小樽市︑函館市︑釧路市
採用予定日

︵道内︶ほか全国 市︵第一次︶

試験地

名︵通信・技術︶○航空機職員
所定の申込書で６月８

体力検査など︶︑実技試験あり

受付期間

各若干名︵飛行︑整備︶

大雪山に関する最新の研究︑防災

北海道の火山研究者︑行政︑教

きます︒
育関係者が集って大雪山旭岳で今
年の北海道火山勉強会を開くにあ

日︵月︶〜７ 月６日︵月︶︵同

安庁総務部人事課任用係︵〒１

申し込み・お問い合わせ 海上保

日付けまでの通信日印は可︶
月までに同学校卒

年

①高等学校を卒業した

関２│１│３︶☎０３│３５９

００│８９７６︑千代田区霞が
年

月までに

卒業した者及び

業見込みの者②中等教育学校を

者及び

受験資格

たって︑最新の火山研究成果を報

日︵土︶午後４時半

告する講演会を開くことになりま
した︒
日時 ７ 月

農村環境改善センター

は申し込み先官署またはホー
ムページからダウンロード可︒

１ │６３ ６ １ ︒ 申 し 込 み 用 紙
月までに同課

日本年金機構または機構の職員などを名乗る電話がご自宅や職場にかかってきたら迷わずに
お電話ください。

93

同学校を卒業見込みの者③高等
年

程を修了見込みの者④その他高

した者及び

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

今年のサマージャンボ宝くじ １等、
前後賞合わせて７億円

23

要注意！ 年金情報を口実の詐欺、個人情報の詐取

売

27

専門学校第３ 学年の課程を修了

12

〜同６時︵午後４時開場︶
場所

無料︵会場に直接おいで

ください︶

参加費

①﹁北海道の活火山と大雪

27

発

16

の取り組みを報告する講演会を開

北海道火山勉強会

取り組み﹂講演会

﹁ 活 火 山 大 雪 山の 研 究 と 防 災の

│３０１０

お問い合わせ

82

26

●日本年金機構、年金事務所からお客さまに電話することはありません●基礎年金番号の変
更に関するご連絡は、後日文書をお送りします●日本年金機構からお客さまにお金を要求する
ことは一切ありません●日本年金機構がお客さまに銀行・金融機関ＡＴＭの操作をお願いする
ことは一切ありません●お客さまの個人情報（家族構成など）を確認することはありません。

５月

動など︑長く町内の交通安全向上

17

67

〜活きてい

15

７月８日㈬〜７月31日㈮まで
８月11日㈬
受付時間 午前８時半〜午後９時

92

43

26

30

〜十勝火山列︑旭岳とはどんな

演題

27

12

専用コールセンター☎0120818211、警察は☎#9110（または最寄りの警察署）
連 絡 先

12

27

2015 July

27 Higashikawa

11

11

79

11

14

82

