南地区グループ

自衛隊旭川地方協力隊本部

54

日︵水︶

試験日 第１次試験 月 日︵土︶

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

川市春光町︶

会場

日本国籍を有し高校卒業後

▼防衛医科大学校医学科学生

資格
歳未満の男女︵来年３月卒業

見込み含む︶

30

10
17

【広告】

Higashikawa 2015 September
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北海道財務局

自衛官候補生を募集します︒お

自衛官等の募集

北海道財務局の専門相談員が借

借金︑金融一般相談会の開設

金の悩み相談をお受けし︑解決方

問い合わせは南地区グループ☎

│５６１７ ︑募集相談員の小野さ

│３７３７ ︑樽井さん☎

日︵水︶

31

受け付け ９月５日︵土︶〜同月

10

日︵火︶午後１時

ん☎

│４７０２まで︒

82

21

①９月

10

法を提案します︒予約は不要です︒

時〜正

日本国籍を有し採用予定月

30

第一次試験 月 日︵土︶︑

月１日︵日︶の２日間

試験日

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

川市春光町︶

11

日時

15

日午前

30

82
会場

15

社協だより

16

温かい善意ありがとう
ございます

ナエ子様
澄子 様

７ 月 日 か ら８ 月 日 ま で
にご寄付をいただきました方
は次のとおりです︒

藤原
松岡

︽ご香典の返礼にかえて︾

2818

〜３ 時②９月

▼自衛官候補生︵男子︶

歳未満の

27

午︑午後１時〜同３時

資格

歳以上

18

旭川地方合同庁舎西館１階

の１日現在

男子

︵旭川市宮前１条３丁目３│ ︶

北海道財務局相談

日︵日︶︑同月

25

場所

料金 無料

お問い合わせ

試験日

受け付け 通年

月

員☎︵直通︶０１１│８０７ │

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

日︵月︶のいずれか１日

会場

川市春光町︶

10

15

26

区
区

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

82

５１４４︑０１１│８０７ │５

１４５

高齢者︑
障がい者の人権安心相談

日本国籍を有し高校卒業以

▼防衛大学校学生︵一般採用試験

資格

歳未満の男女︵来年３ 月卒

強化週間です

法務省は９月７ 日︵月︶から同

上

前期︶

日︵日︶まで︑全国一斉旭川

21

旭川法務局

月

業見込み含む︶

日︵土︶︑同月

高齢者︑障がい者の人権安心相談

月

17

受け付け ９月５日︵土︶〜９月

日︵水︶

試験日

日︵日︶の２日間

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

川市春光町︶

会場

▼防衛医科大学校看護学科学生

歳未満の男女︵来年３ 月卒

日本国籍を有し高校卒業以

︵自衛官候補看護学生︶

上

資格

10

強化週間を実施します︒暴行︑虐

待︑差別など人権に関する相談時

間を延長して受け付けます︒

相談は無料です︒個人の秘密は

時〜午後５ 時

① 午 前８ 時 半 〜 午 後７ 時

厳守します︒

時間

︵平日︶②午前

☎０５７０│００

【ローラースキー】
◆第３回全道ヒルクライムローラースキー東川大
会（８月23日・キトウシ森林公園）
▼中学男子 ①長屋圭吾（白滝中）８分33秒９②
池辺刀那（美瑛中）③村上伊吹（和寒中）④渡邊虹
希（鷹栖中）⑤吉田理玖（ＴＥＡＭ−Ｍ）⑥小林隆
成（鷹栖中）⑦伊藤玲緒（同）
▼同女子 ①大田喜日和（鷹栖中）10分22秒１
②小足さくら（ＴＥＡＭ−Ｍ）③辻あすか（和寒中）
④高山綾子（当麻中）⑤森多ゆづき（剣淵中）⑥瀬
川結貴（和寒中）⑦松村美緒（同）
▼一般男子 ①佐藤雄介（旭川神居四中央町内
会）９分2秒７②上杉明弘（鷹栖中教員）③栗中貴
敏（和寒中教員）④丹野弘（丹野塾）⑤平間雅哉
（美深高等養護学校）⑥前田隆茂（旭川・伊の沢Ｘ
Ｃ少年団）⑦蔡承叡（旭川福祉専門学校）
▼同女子 ①田中美千代（トレイルスポーツクラ
ブ）16分24秒７②今野眞由美（ワクワクサークル
ＨＩＲＯＫＩ）
▼高校男子 ①フィンドレー咲夢（富良野高）７分
44秒６②小笠原歓吾（同）③頓所達也（同）④佐々
木亮祐（同）⑤松田敦士（同）⑥十川涼矢（恵庭南
高）⑦フィンドレー登夢（同）
▼同女子 ①酒井結衣（富良野高）９分５秒４②
米倉寿里（恵庭南高）③船場菜南子（同）④山石沙
也加（同）⑤窪井ゆかり（旭川農業高）⑥原きりん
（恵庭南高）
▼大学・アスリート男子 ①久保隆寛（米澤スキー
ジャンプク）８分56秒２

猛

2015 September

【ミニバイアスロン】
◆2015東川ミニバイアスロン大会（７月26日・東
川町キトウシ森林公園）
▼小学校低学年（男女） ①石原喬（東川XC少年
団）②川口遥（同）③進藤魁人（留萌Jr.FC）④新井
朝海（倶知安小）⑤佐藤慶（東川XC少年団）
▼同中学年（同） ①三上竜尚（東川XC少年団）②
西潟航矢（同）③石原徳（同）④振動美希（留萌
Jr.FC）⑤島田栞那（東川XC少年団）⑥川口萌果
（同）⑦千葉遥翔（東神楽XC）
▼同高学年（同） ①上田真也②松岡紅杏（札幌
Jr.バイアスロン）③富田紘生（東川XC少年団）④
進藤大幹（留萌Jr.FC）⑤土池亜弥（東神楽XC）⑥
五十嵐琴音（同）⑦松尾翼（札幌Jr.バイアスロン）
▼一般（同） ①松岡実優（北斗中）②朝倉龍斗
（札幌Jr.バイアスロン）③今野眞由美
▼中学（男子） ①池辺刀那（美瑛中）②木綿啓太
（屈足中）③上田千春（札幌Jr.バイアスロン）④富
田征樹（東神楽中）
▼同（女子）①小足さくら（チームM）②佐々木美沙
（倶知安中）
▼高校生以上一般（男子） ①マルクセット（東川
XC少年団）②進藤直樹（留萌市）③小足壮志（東海
大学）④蔡承叡（旭川福祉専門学校）⑤ベッシー
シャイ（同）⑥朝倉龍斗（札幌Jr.バイアスロン）⑦
ジャパギア（旭川福祉専門学校）
▼同（女子） ①進藤真美（留萌市）②上田晶子③
星沢奈々子（サッポロトレイルズ）

30

13

18

馬 場

25 Higashikawa

▼同同平泳ぎ（同） ①中西慧
▼中学生の部女子背泳ぎ（同） ③中西優生
同同バタフライ（同） ③中西優生

21

10

困っていること︑悩みごと
をお気軽にご相談ください︒
秘密は守られます︒事前にご
連絡ください︒随時受け付け
ています︒︵☎ ︱７５０５︶
今月の相談員は次のとおり
です︒

【トライアスロン】
◆第９回大雪山忠別湖トライアスロンinひがしか
わ大会（８月２日・忠別湖特設コース）
〔ジュニア〕
▼小学低学年 ①工藤愛結（洞爺湖ＡＣ）総合11
分16秒②上野朝香（旭川豊岡ＸＣ）③長谷川絆
（札幌・屯田南小）④菅原美空（旭川・MIKUCYA）
⑤及川晄弘（札幌・屯田南小）⑥森本将太（千歳・
TEAM SWEAT）⑦原田一礼（旭川・バンカーズ）
▼小学高学年 ①岩佐奏葉（札幌）総合16分54
秒②田村萌華（旭川）③青野挑夢（上富良野）④三
浦雪愛（旭川知新）⑤富田紘生（東川ＸＣ）⑥菅原
嶺水（旭川MIKUCYA）⑦松山慧（東川ＸＣ）⑧工
藤愛友（洞爺湖ＡＣ）
▼中学生 ①青野亜斗夢（上富良野中）総合20分
53秒②池辺刀那（美瑛中）③青野叶夢（上富良野
中）④伊藤穂乃佳（新得中）⑤後藤爽生（旭川北門
中）⑥鎌田海星（富良野）⑦富田征樹（東神楽中）
⑧福島愛楽（札幌イトマン）
▼高校生 ①伊藤将隆（帯広柏陽高校）総合２時
間17分23秒②浦上翔太（チームパッシュ）③岩間
来空（旭川）
〔一般部門〕
①リッパー・ジェス（ニセコマルチスポーツ）総合２
時間13分40秒②福井貴弘（広島・海上保安大学
校）③池田耕一郎（大阪・SRC904）④佐久間洸一
（千葉・稲毛インター）⑤工藤駿（札幌）⑥福村望
（愛知）⑦廣瀬允也（札幌市役所）
〔特別部門（日本選手権予選会、学生選手権予選会）〕
①宮崎裕史（北大ちゃらんけ）総合２時間７分55
秒②古謝孝明（スポーツスウェット）③石田考（北
大ちゃらんけ）④千葉健介（同）⑤沢田愛里（TXT
ガレージ）＝女子１位＝⑥上田暁之（北大ちゃら
んけ）⑦大友貴之（同）
〔リレー部門〕

〔個人〕
▼小学５年生の部 ①窪田慎二（東川錬成館）
▼同６年生の部 ②藤井勇輔（東川錬成館）③木
村咲太（同）
◆Ｂ＆Ｇ北海道ブロックスポーツ交流交歓会（７
月20日・古平町B&G海洋センター）
〔個人戦〕
▼中学 ③杉山太一（東川Ｂ＆Ｇ）

業見込み含む︶

東川大雪野球少年団 ３−７ 北広島西の里
カープジュニア

受け付け ９月５日︵土︶〜同月

▼決勝戦
東川大雪野球少年団 ９−13 忠和サンダース
（旭川）
◆第44回全道少年軟式野球大会（７月31日〜８
月５日・札幌市つどーむ室内球場）
▼準々決勝

①帯トラ（小林、米澤、中田）総合２時間32分26秒 【剣道】
②サイクルハウスかわた（黒川、大友、原）③おさむ ◆第53回オホーツク圏青少年剣道大会（８月９
ないそば組合（青野、長谷川、神尾）④へそ家族 日・紋別市スポーツセンター）
（我喜屋、松木、志賀）⑤2L−1M＋楽走412＋
Bobbish（土屋、小宮山、鈴木）⑥チームすず（伊
藤、松山、奥山）⑦留萌走ろう会（酒井、笠井、川崎）
〔年代別〕
▼29歳以下男子 ①星貴薫（札幌徳洲会病院）
▼30代同 ①澤本圭吾悟（札幌医科大学救急ア
スリートクラブ）
▼40代同 ①太田暁也（埼玉）
▼50代同 ①柏谷渉（石狩・T−WAVE石トラ）
〔団体戦〕
▼60以上同 ①川崎潔（大阪）
▼39歳以下女子 ①中村順子（千葉・稲毛インター） ▼男子小学生低学年の部 ③東川剣龍会（杉内
庵、宍戸拳心、初瀬尾泰輝、谷悠翔、正垣凛一郎）
▼40代同 ①山澤洋子（札幌）
▼60以上同 ①成田都子（札幌・Ｔ・アスリート・Ｃ） ◆第37回北海道小学生剣道旭川大会（８月８日・
比布町体育館）
【水泳】
◆Ｂ＆Ｇ北海道ブロック・スポーツ交流交歓会（8
月２日・剣淵町Ｂ＆Ｇ海洋センター）
▼低学年の部(１〜４年)男子自由形（50㍍） ②
中西慧

︵土︑日︶

３│１１０

【軟式野球】
◆第４回旭川ガス燃料カップロースクールベース
ボール（１、２、３年生大会）
（８月１日・旭川ドリー
ムスタジアム）

相談ダイヤル
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各種大会成績

