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リーに限ります︒

受験資格 １９８６ ︵昭和
︶年

年４月１日生まれ︑同年４月２

４月２日から１９９５︵平成７︶
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年団）④松浦柊太（旭川ジュニアアルペ （愛別スキー少年団）②蓑嶋日夏子（同） 矢ノ目有汰（同）⑧田尻創也 （鷹栖町ア
③古川蒼衣（鷹栖アルペンスキー少年 ルペンスキー少年団）
ン）⑤因隆史（上湧別スキー少年団競技
部）⑥林知真（小平ＳＲＴ）⑦斉藤雅斗
団）④坂上陽菜（東川大雪スキー少年 ▼同５、６年同 ①麻生太郎（東川大雪
（士別ジュニアレーシング）
団）⑤髙井柑菜（同）
スキー少年団）②山田誠意（愛別スキー
▼ヤング・ミドルマン ①石倉瑶太（伊
少年団）③矢ノ目有輝（東川大雪スキー
少年団）④田尻陽也（鷹栖町アルペンス
の沢レーシング）②広田恭介（朝日ＡＳ
キー少年団）⑤小坂翔太（東川大雪ス
Ｓ）③岡野睦（あるていど・トンバ）
キー少年）⑥松原幸輝（鷹栖町アルペン
▼アイアンマン ①大西将樹（羽幌レー
スキー少年団）⑦久保走野（東川大雪ス
シング）②吉澤和志（北日本精機㈱）③
キー少年団）⑧松田京（同）
昔農昌人（比布レーシングスキークラ
ブ）④河野直樹（旭川レーシング）⑤吉
崎智貴（Ｄ.Ｄ.Ｓ）⑥三浦英輝（ススキノ
むんむんクラブ）⑦近藤健弘（羽幌レー
1・2年女子5位、高井柑菜さん
シング）
▼ジェントルマン ①石井善樹（ダイヤ
▼同３、４年同 ①利根川泉希（鷹栖ア
モンドダストスポーツ）②細野一史（スス
ルペンスキー少年団）②古杉美菜子（東
キノむんむんクラブ）③中岡健一（名寄
川大雪スキー少年団）③羽吹有奈（同）
レーシング）④黒田亨（アーミン）⑤坂上
④黒田月夢（愛別スキー少年団）⑤奥原
昭彦（Ｄ.Ｄ.Ｓ）⑥中坪政則（旭川レーシ
小春（東川大雪スキー少年団）⑥尾上優 5・6年男子5位、小坂翔太君
ング）⑦田中信也（東川大雪スキー少年
来（鷹栖町アルペンスキー少年団）⑦坂
団）
【フットサル】
▼界王 ①原田光信（旭川レーシング） 本絢奈（同）
▼同５、６年同 ①谷玲亜（東川大雪ス ◆旭川地区Ｕ−14フットサル大会（プレ
②古木哲雄（名寄レーシング）③横野廣
巳（旭川レーシング）④杉本建夫（たける キー少年団）②多羽田華（愛別スキー少 イヤーズカップ）決勝リーグ戦（２月13
レーシング）⑤沢口康（第34区レーシン 年団）③黒田乃愛（同）④沢目彩華（鷹栖 日・旭川北門中学校体育館）
▼決勝
グ）⑥菅原明博（住いの東明サポート 町アルペンスキー少年団）
Ｒ）⑦高倉直史（同）▼神の部 ①二ノ ▼同１、２年男子 ①對馬啓太（東川大 コンサドーレ旭川（Ｕ−13） ６−０
雪スキー少年団）②竹内隆太（同）③西 旭川啓北中
宮勝行（北浪漫好キー士別）②朝倉春宗
出麻朗（同）④奥原結太（同）⑤藤原隆世 （得）幸坂２、梶、川本、水口、旭
（旭川レーシング）③髙橋昭（芦別レーシ
ングチーム）④三輪保夫（旭川レーシン （同）⑥安田涼（鷹栖町アルペンスキー
グ）
少年団）⑦大石陽斗（東川大雪スキー少 【バドミントン】
◆第14上川中央地区中学校バドミント
年団）⑧田中理人（同）
◆第34回上川中央部スキー少年団アル
▼同３、４年男子 ①近藤衣瑳 （愛別 ン春季大会（２月13日・東川中体育館）
ペン競技大会（１月30日・キャンモアス スキー少年団）②多羽田塁（同）③浅野 ▼男子ダブルス ②杉本･相原（東川
キービレッジ）
颯太（東川大雪スキー少年団）④太田響 中）
▼小学１、２年女子の部 ①松岡桜子 （同）⑤髙井秀駿（同）⑥浅野秀太（同）⑦
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支所管理係☎
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３ ４２ ︶︑同事務所忠別ダム管理

北海道開発局ホームページの刈

２２４ ︶

日以降生まれで大学卒業した者

13

草バンクをご覧ください︒

レスは

ターネット受信有効︒専用アド

など別に定める者
http://www.hkd.mlit.go.jp/zi
gyoka/z̲jigyou/gijyutu/kari 受付期間 ４月１日︵金︶午前９
時〜同月 日︵水︶までイン
kusa.html

自動車税の住所変更を忘れずに

札幌道税事務所

日︵日︶＝基

http://www.jinji-shiken.go.
jp/juken.html

日︵火︶

礎能力試験︑専門試験︵多肢選

第１次試験 ５ 月

29

自動車税は４月１日現在の登録

に基づいて課税する税金です︒

択式及び記述式︶＝

28

引っ越しなど住所を変更する場合

第１次合格者発表 ６月

年度の自動車税納

は︑各運輸支局で変更手続きをし

てください︒

日︵火︶〜同

28

午前９時

第２次試験 ７ 月

日︵水︶の指定日︵人物試

日︵月︶

12

税通知書を確実にお届けするため

月

験︑身体検査︶

20

に︑３ 月中の手続きをお願いしま

自動車を売買する時には﹁移転

最終合格発表 ８月

22

す︒

お問い合わせ
札幌国税局人事第

登録﹂︑使用しなくなったときは

│５０１１︵内線２３１５︶︑

２課採用担当☎０１１│２３１

﹁抹消登録﹂が必要です︒

住所変更手続きは道税ホーム

ページからも可能です︒

最寄りの税務署総務課

協会けんぽ北海道支部

健康保険の保険料率が改定にな

ります

年度の健康保険料率が改定に

28

お問い合わせは自動車税部☎０

１１│７４６│１１９７

国税専門官の募集
札幌国税局

税のスペシャリストとして国税

年３月分︵５月２日納付期限︶

2016 March

10

なります︒

17 Higashikawa

年度の採用

【アルペンスキー】
◆キャンモアＧＳＬ12（２月11日・キャ

28

局︑税務署で活躍する国税専門官

▼小学２年男子 ③石原喬（東川ＸＣ
スキー少年団、以下同）
▼同４年女子 ③川口萌果
▼同４年男子 ③石原徳
▼同６年同 ③川口颯希
▼継走の部小学同 ②東川ＸＣ（島田、
川口、富田）

を募集しています︒

◆第37回全道ジュニアクロスカントリー
和寒大会（１月23日・和寒東山スキー場
クロスカントリーコース）

28

・１

◆第26回たかすオオカミの里北野クロ
スカントリー大会（１月17日・鷹栖セント
旭川ゴルフ倶楽部)
▼小学１年男子 ①佐藤慶（東川ＸＣ
スキー少年団、以下同）
▼同２年同 ③石原喬
▼同４年同 ②石原徳
▼同４年女子 ③川口萌果
▼同６年男子 ②川口颯希
▼継走の部 ①東川ＸＣ（川口、島田、
石原）

（愛別松岡牧場）④太田協子（東川大雪
スキー少年団）
▼キッズおとこのこ ①増田颯（旭川
ジュニアアルペン）②内藤駿太（たんぽ
ぽ保育園）③佐藤勝乃心（トーマスチャ
イルドハウス緑郷）④寺崎隆展（アーミ
ン）⑤相馬大輝（同）
▼小学１年男子 ①駒津太河（チーム
ピヤシリJr.）②對馬啓太（東川大雪ス
キー少年団）③宮田惺匠（士別ジュニア
レーシング）④田中理人（東川大雪ス
キー少年団）
▼小学２年同 ①高宏太（旭川ジュニ
アアルペン）②友兼大騎（美深レーシン
グ）③山本周平（士別ジュニアレーシン
グ）④竹内隆太（東川大雪スキー少年
団）⑤菊池大誠（アーミン）⑥池田凌（士
別ジュニアレ ーシング ）⑦ 武 田 慶 永
（アーミン）
▼小学３年同 ①浅野秀太（東川大雪
スキー少年団）②佐藤颯祐（上湧別ス
キー少年団競技部）③加賀真一（小平Ｓ
ＲＴ）④宮田耀（士別ジュニアレーシン
グ）⑤大西里樹（羽幌レーシング）⑥廣
川悠玄（東川大雪スキー少年団）⑦内河
佑太郎（住いの東明サポートＲ）
▼小学４年同 ①石川大和（伊の沢
レーシング）②友兼涼輔（美深レーシン
グ）③佐藤翔英（上湧別スキー少年団競
技部）④近藤衣瑳（愛別スキー少年団）
⑤牧村航太郎（上湧別競技スキー少年
団）⑥多羽田塁（愛別スキー少年団）⑦
浅野颯太（東川大雪スキー少年団）
▼小学５年同 ①内藤裕平（旭川ジュ
ニアアルペン）②本間颯（士別ジュニア
レーシング）③新堂春輝（同）④玉置友
也（朝日ＡＳＳ）⑤大野愛斗（上湧別ス
キー少年団競技部）⑥小坂翔太（東川大
雪スキー少年団）⑦山本琉碧（アーミン）
▼小学６年同 ①本郷蒼良（旭川ジュ
ニアアルペン）②竹本憲伸（美深・名寄
スキー少年団）③佐藤丞心（士別ジュニ
アレーシング）④土佐柊斗（小平ＳＲ
Ｔ）⑤田村颯彪（朝日ＡＳＳ）⑥石川大
智（美深レーシング）⑦齋藤光（増毛暑
寒レーシング）
▼中学同 ①近藤豪（比布レーシング
スキークラブ）②大橋涼平（伊の沢レー
シング）③杉山太一（東川大雪スキー少

からの新たな保険料率は︑

▼小学１、２年女子 ③川口遥（東川Ｘ
Ｃスキー少年団、以下同）
▼同３、４年男子 ①竹原湊③石原徳
▼同５、６年同 ②川口颯希

ンモアスキー場）
▼キッズおんなのこ ①広田紗良（朝日
ＡＳＳ）②島﨑叶望（北海道教育大学附
属旭川幼稚園）③宮部愛梨（旭川あゆみ
幼稚園）④ 對馬理沙（トーマスチャイル
ドハウス緑郷）
▼小学１年女子 ①谷柚子菜（旭川
ジュニアアルペン）②田村実夢（朝日Ａ
ＳＳ）③河治芙佳（アーミン）④本間稀
衣（朝日ＡＳＳ）⑤内河環季（住いの東
明サポートＲ）⑥髙井柑奈（東川大雪ス
キー少年団）⑦山地冴奈（同）
▼小学２年同 ①佐藤杏那（紋別ス
キー少年団）②松岡桜子（愛別松岡牧
場）③上松咲穂奈（上湧別競技スキー）
④大野心美（上湧別スキー少年団競）⑤
古川蒼依（鷹栖アルペンスキー少年団）
⑥坂上陽菜（東川大雪スキー少年団）
▼小学３年同 ①工藤夏未（朝日ASS）
②内藤いずみ（旭川ジュニアアルペン）
③木村愛華（和寒東山RC）④齊藤美結
（伊の沢レーシング）⑤山地絢奈（東川
大雪スキー少年団）⑥森成あれん（アー
ミン）⑦近藤未来（羽幌レーシング）
▼小学４年同 ①松浦日菜乃（旭川
ジュニアアルペン）②増田さくら（同）③
谷菜々美（同）④今泉瑠依（美深レーシ
ング）⑤利根川泉希（鷹栖アルペンス
キー少年団）⑥森田陽菜（朝日ＡＳＳ）
⑦羽吹有奈（東川大雪スキー少年団）
▼小学５年同 ①谷玲亜（東川大雪ス
キー少年団）②岡崎茉央（朝日ＡＳＳ）
③山地伶奈（東川大雪スキー少年団）④
木幡優奈（アーミン）
▼小学６年同 ①川島侑（名寄ピヤシ
リアルペン）②若林笑見（伊の沢レーシ
ング）③伊藤七海（小平ＳＲＴ）④松井
乃（伊の沢レーシング）⑤金子小夏（比
布レーシングスキークラブ）⑥多羽田華
（愛別スキー少年団）⑦友兼沙綺（美深
レーシング）▼中学同 ①小野崎澪（伊
の沢レーシング）②大西琴美（増毛暑寒
レーシング）③松岡萌夏（比布レーシン
グスキークラブ）④古髙日菜（東川大雪
スキー少年団）⑤駒井真子（同）⑥中川
就理（アーミン）
▼エレガントレディー ①白府美穂（比
布レーシングスキークラブ）②羽吹麻子
（東川大雪スキー少年団）③松岡ゆきこ

５㌫︵前年度比プラス０・０１㌫︶

【クロスカントリースキー】
◆第１回ナイタースプリントin東神楽大
会（２月11日・東神楽町義経公園）

試験の概要は次のとおりです︒受

各種大会成績

け付けはインターネットエント

です︒介護保険料率は１・５８％

お問い合わせは全国健康保険

で据え置きです︒

協会北海道支部︵協会けんぽ︶☎

㌻︑人の動き﹁お

︵代︶０１１│７２６│０３５２

広報２月号

14

訂正

誕生﹂欄でご紹介いたしました芝

垣樟大さんは︑柴垣樟大さんの誤

りでした︒おわびの上訂正いたし

ます︒

社協だより

佑子様
新一様
國一様

子

15

温かい善意ありがとう
ございます

16

澤田
赤松
林

孝

１ 月 日 か ら２ 月 日 ま
でに社会福祉事業にご寄付
をいたいた方は次のとおり
です︒
︽ご香典の返礼にかえて︾

３区
区
区

井

﹁くらしの相談﹂
をご利用
ください

稲

日々困っていること︑悩み
ごとをご相談ください︒秘密
は守られます︒事前にご連絡
ください︒随時受け付けして
います︒︵☎ ︱７５０５︶
今月の相談員は次のとおりで
す︒
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