採用数 １名︵臨時給食調理員︶

▼臨時給食調理員︵２種︶

版︶︑幼児用の大判英語絵本︵Ｃ

語原文版︵米国カートウィール出

等の児童︑生徒のいない時期は

て①②どちらかの勤務︵夏休み

日︑祝日休み︒週︑曜日によっ

能性あり︶︑週５日間勤務︵土︑

＝

資格
︵

分︵休憩

歳未満の者
歳未満の者は卒業

歳以上

日本国籍を有し︑ 年４月
歳以上

１日現在

見込み含む︶

受け付け ３月１日︵火︶〜５月
一次試験５月 日︵土︶︑

６日︵金︶
試験日
同月

日︵日︶＝ 日は飛行要
員だけ＝

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

院修了卒業程度︶

▼自衛隊幹部候補生︵一般︑大学

川市春光町︶

会場
生を募集します︒お問い合わせは

１日現在

歳以上

歳未満の者
︵修士課程修了または修了見込
み含む︶

一次試験５月 日︵土︶︑

６日︵金︶

受け付け ３月１日︵火︶〜５月

同月

試験日

日︵日︶＝ 日は飛行要
陸上自衛隊旭川駐屯地

員だけ＝
会場

旭川開発建設部

刈り草を無償で提供します
旭川河川事務所では︑河川堤防
管理のために実施する堤防除草の
刈り草を無償で提供します︒
刈り草はイタドリが混入しない
よう集草します︒希望者は同事務

│２１３１︵内線３７１︑

旭川河川事務所計画課維持補修

所へお問い合わせください︒
係は☎

14

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
臨時職員の募集
北海道東川養護学校

躍しています︒
中国・上海市内で︑夫のハーさ

それぞれ来庁し︑ともに松岡市
郎町長に寄付金の目録を手渡しま

人が総務省

統計局長感謝状を受け︑この日は

調査指導員︑調査員

臨時給食調理員︵同︶をそれぞれ

東川養護学校では臨時給食調理

募集します︒希望する方はハロー

員︵２種︶︑臨時調理員︵３種︶︑

を開設︒東川町と中国・上海を結

んとともに日本語の勉強を希望す

ぶ交流業務を始めました︒

る留学生らを募集仲介する事務所

してくれました︒ハーさん夫妻は

した︒千葉社長は﹁写真甲子園の

人のうち︑
ワークを通してお申し込みくださ
い︒
臨時給食調理員は︑学校給食の

映画は菅原浩志監督が製作し︑

調理業務︵納品確認︑仕込み︑下

全国上映配給する計画︒今年から
本格的な撮影に入り︑来年３月ご

ぐに寄付することを決めました﹂

ろ完成︑同４月ごろには試写会を
処理︑調理︑盛り付け︑配膳︑器
材の洗浄消毒︑食器洗浄︑清掃︑

予定しています︒

と映画化成功への願いを託しまし

﹁町長からメールをいただいてす

映画化事業に共感した﹂などと託

伝達を受けました︒
昨年実施した平成
で町内調査に当たった
人は次の通りです︒

国際交流員︵ＣＩＲ︶として役場

ワンさんは昨一年間︑東川町

た︒ありがとうございました︒

に勤務し︑離職後は町の東アジア

岩﨑孝子︑岡村義巳︑

池田和代︑西川哲夫

︵敬称略︑五十音順︶

対象となった
▼指導員
中西良夫︑成田尚美︑林房司︑春

▼調査員
菜秀則︑樋浦幸江︑牧清︑松田行

当します︒臨時給食調理員は︑学

ごみ処理等︶を担当します︒臨時

校給食繁忙日や正規の調理員不在

調理員は︑寄宿舎の食事調理を担

旭川ケーブルテレビ㈱ポテト
時の給食調理業務を担当します︒

旭 川ケー ブルテレビポテトの寄

︵尾﨑吉一社長︶からこのほど︑
お問い合わせは同校事務局︵担当

付で英語教材購入

東川町に多額の現金を寄付してい
は藤吉さん︶☎ │４５８６

年開いている同社主催のチャリ
応募資格

歳以下︵高校卒業

ティーパークゴルフ大会益金を寄
程度︶︑要普通自動車運転免許
︵通勤用︶
今年４月１日から同年９月
日まで︵ 年３月まで更新可

勤務

コロゲーム２セット︑英語ＤＶＤ

勤務なし︶＝①午前８時〜午後

│２０２４

分間︶

２時半︵休憩 分間︶②午前８

０︑道の駅・道草館☎ │４７
☎

７７︑フレンドシップながさわ

自衛官の募集
自衛隊旭川地方協力本部

南地区グループ☎ │５６１７︑

資格
３７︑樽井さん☎ │４７０２ま
で︒

▼予備自衛官補︵一般︶
歳未満の者

日本国籍を有し今年７月１
日現在 歳以上

資格

日︵日︶

受け付け ４月８日︵金︶まで
試験日 ４月

陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭
川市春光町︶

会場

歳未満で国家

日本国籍を有し今年７月１

▼予備自衛官補︵技能︶
資格

日現在 歳以上

免許資格を有する者︵年齢は保
有資格によって異なる︶
受け付け ４月８日︵金︶まで
日︵土︶
陸上自衛隊旭川駐屯地︵旭

試験日 ４月
会場

川市春光町︶
▼自衛隊幹部候補生︵一般︑大学
卒業程度︶

日本国籍を有し︑ 年４月

募集相談員の小野さん☎ │３７

予備自衛官補︑自衛官幹部候補

時〜午後２時

教材２セットを購入しました︒あ

前売り千円︑当日千５０

地域交流センター☎ │５９０

チケット取り扱い・お問い合わせ

０円︵中学生以下は無料︶

鑑賞料

りがとうございました︒

Ｄ付き︶など書籍３セット︑サイ

﹁I ＳＰＹ﹂シリーズ２種の英

ルや隠し絵で楽しく英語を学べる

の英語教育に役立てるため︑パズ

町では幼児期から小学低学年用

付していただきました︒

キトウシパークゴルフ場で毎

ただきました︒

地域交流促進協議会中国アドバイ

教育長室で表彰式を行って小野寺

写真甲子園を題材にする映画

︶夫妻か

︶とワン・

ザーに就任︒町の応援団として活

雄︑桃井律子︑山地弘芝

製作に役立てて︱と２月３ 日︑大

件

﹁写真甲子園﹂
の映画化に寄付２

一郎上川教育局長が受賞を伝達し
ました︒
３ 歳児以上の幼児を対象に︑幼
児教育と保育が一体の幼保一元化
を実現し︑０歳から５歳児までの
一貫教育・保育を進めてきました︒
子ども子育て支援制度の認定こ
ども園として道内に先駆けた幼児
子どもたちが義務教育にスムー

教育推進成果を上げています︒
ズに移行できるように︑町内の
人材を活用してキッズイングリッ
シュ︑キトウシ探検︑サッカー教
クール﹂活動も実施︒教育・保育

室など︑５ 歳児対象の﹁プレス
事業の基盤を担う活動が評価を受
地コンサルタント㈱︵旭川︑千葉
エ︵何䦢岳︶さん︵

新次社長︶と中国人ハー・シーユ

けました︒

シュエ︵王雪︶さん︵

当日千２００円︑大学生︵障が
い者︶５００円︑高校生以下無
料︵取り扱いはフレンドシップ

│

午前の部上映時だけ託児

ながさわ︶
その他
あり︵要予約︑無料︶
お問い合わせ 近藤さん☎
７０５０ ︵早朝と夜間だけ︶

北 海 道 歌 旅 座・Ｊ Ｕ Ｎ Ｃ Ｏコン
サート
東川町芸術文化招へい委員会

東川町芸術文化招へい委員会
︵長沢義博会長︶の主催で北海道
歌旅座・Ｊ ＵＮＣＯのスペシャル
札幌を拠点に活動している北海

イベントコンサートを開きます︒
道歌旅座の歌手︑Ｊ ＵＮＣＯ︵吉
田淳子︶さんの３度目の東川コン
サート︒昨年 月︑タイ国内の無
人島・マンクラン島などで撮影し
たＤＶＤ 付き写真集﹁エイジア
ン・パラダイス﹂の発売記念です︒
南国の海を背景にモデルとしてＪ
ＵＮＣＯ さんが撮影に参加しまし
撮影は町内在住のプロ写真家︑

た︒
飯塚達央さん︒二人の新たなコラ
ボレーション作品が生まれました︒
当日は飯塚さんもゲスト出演の予
定です︒

82

45 45

人に国 勢 調 査 指 導 員 ︑調

大きな医療機関などの役割を通し

額の同額寄付をいただきました︒

ら︑それぞれ町に映画化事業に多

町内
日︑役場で国勢調査感謝

査員感謝状
２月

①日給４千８５９円②同５
て医療機関とどのようにかかわっ

状の贈呈伝達式が行われました︒

賃金
ていくことが良いのかをともに学
時か

円︵片道２㌔㍍以上で通勤

日︵日︶午前

好蔵寺会館︵北町８丁目２
町立診療所副所長︑古川倫

必要ありません︵直接
好蔵寺住職の両瀬

│２６５５

東川９条の会

映画﹁戦場ぬ止み﹂
の上映会

さん☎

お問い合わせ

会場へ︶

申し込み

受講料 無料

也医師

講師

│９︶

場所

ら

日時 ３ 月

びます︒

千

ハローワーク紹介状︑

手当支給︶︑社保︑雇保︑労災
あり
提出書類
随時

履歴書︵正面顔写真貼付︶
面接
▼臨時調理員︑臨時給食調理員
︵３種︶
若干名︵臨時調理員︑

歳以下︵高校卒業

臨時給食調理員の両業務勤務者

採用人員
を希望︶
応募資格
程度︶︑要普通自動車運転免許
ア・臨時調理員①早出︵午

︵通勤用︶
勤務
前６ 時〜午後２ 時半︶②遅出
時半〜午後７ 時︶イ・

ドキュメンタリー映画﹁戦場ぬ

︵午前
臨時給食調理員③午前８ 時〜午

年作品︶の上映会を開きます︒

止み﹂︵三上智恵監督︑２０１５

分間︑月

分④午前８ 時〜正午

︵いずれも休憩時間

という意味︒沖縄県名護市辺野古

タイトルは闘いに終止符を打つ︑
の米軍基地移設建設問題で︑建設

時︑

日︵日︶午後５時か
ら︵午後４時半開場︶

日時 ３月

地域交流センター

45

29

29

55年間調査員を続けてきた牧さん

場所

28

14

15

後２ 時
回勤務︶

①②は日給６千５５０円︑

反対派の住民らが米軍基地ゲート

０ 〜最大
円④は同３ 千３８

賃金
③は同５千

前や海上で沖縄県警︑海上保安官
と繰り広げる建設反対運動の様子
を映像で追っています︒三上監督

日︵日︶午前

は今年９月に来町して講演予定で
す︒
日時 ３ 月

午後１時半の２回上映

一般千円︵前売り︶︑同

場所 農村環境改善センター
鑑賞料

64

29

22

22

20

年国勢調査

人が出席して合田博副町長から

13

０円︵いずれも片道２㌔㍍以上
ハローワーク紹介状︑

通勤手当支給︶
提出書類
履歴書︵正面顔写真貼付︶
面接 随時

好蔵寺同朋の会

ヒューマン・フォーラム
﹁かしこい
患者学講座﹂
かかりつけ医と病院など規模の

30

５

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

26

14

15
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68

82

82

ハー・シーユエ（何䦢岳）、ワン・シュエ（王雪）さん夫妻 大地コンサルタント㈱千葉新次社長
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48
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