同︵東神楽町子ども発達支援セ
▼教諭 安田朋樹

◆東川第一小学校
︻転出︼

柴田篤史︵旭川

市神居小︶︑竹谷康史︵同東栄

南小︶▼教諭
良野町上富良野中︶

扇山小︶▼教諭

矢吹貴志︵中富良野町中富良野

限付教諭
沢小︶

森本真

甲斐信太郎︵旭川市

勝

利

久保美穂︵美瑛町美

橋

前東川養護学校長

高

約三十年ぶりに東川養護学校に
戻ってきて二年間という短い期間
でしたが︑とても懐かしいという
思いとともに︑とても楽しかった
という思い出がたくさんできまし
た︒ありがとうございました︒
第一町内会とのつながりが強く︑
地域の方々が本校の子供たちに対
して日々温かく見守ってくださっ
ていることを実感しました︒また
東川町の教育に対する取り組みが︑
非常に先進的で町全体で子供たち
を育てようとする施策がなにより
素晴らしいと感じました︒
現場実習でたくさんの実習先を
提供していただき︑町のデマンド
バスも提供していただきました︒
本校の教育活動になくてはならな
い応援だったと感謝しています︒
四月からは札幌高等養護学校に
異動し勤務をします︒自宅が旭川
にありますので︑退職後はこの上
川管内に戻ってきますが︑最後の
二年間を精いっぱい障がいのある
子供たちのために頑張ってまいり
ますので︑どうぞよろしくお願い
します︒
今後とも写真の町・東川町のま
すますのご発展と皆さまのご多幸
を心よりお祈り申し上げ︑お礼の
挨拶といたします︒

26
Higashikawa 2018 April

哉
センター副園長兼子育て支援セ

ンター主任︶多羽田尚樹▼幼児
大城絢矢

企画総務課総務室

︻新採用︼

石上陽平

大槻哲久︵当麻町宇

▼養護教諭 川守田康子

▼事務主任

◆東川第二小学校
︻転出︼

目加田たか志

小︶︑与板和成︵同緑が丘小︶︑ ︻転入︼

◆東川第三小学校
︻転出︼

︵鷹栖町鷹栖中︶

▼事務主任

相田

多田明弘︵旭

︻退職︼ ︵３月 日︶

千恵子︵同東五条小︶

川市豊岡小︶▼養護教諭

園別小︶▼教諭

▼教頭

︻転入︼

秋保利弘︵富良野市

富良野小︶▼教諭

東川町農業委員会 ︵４月１日︶ 川 小 校 長 ︶ ▼ 教 諭

広小︶

▼教頭

ンター所長︵幼児センター副園

▼産業振興課農業振興室
長︶小林利津子︵再任用︶

勇佑▼都市建設課建設室

佐々

課農林振興室長︶佐々木英樹▼
田中

税務課課税室長︵学校教育課教
菅
友香

教職員人事
４月１日付けで町内公立
学校︑道立学校教職員の異
動がありました︒

若松

︵旭川市旭川第二小︶

木拓海▼町立診療所事務局

大雪地区広域連合事務局長

学校教育課教育推進室

︻新採用︼

育推進室長︶塚原裕美▼産業振
井星来

興課農林振興室長︶工藤和博▼
産業振興課農業振興室長︵産業
振興課商工観光室長︶朝倉祥貴

︻派遣︼

興課林業環境振興室長︵産業振

人 事 異 動 のお 知 ら せ
東川町関係人事
東川町︑東川町教育委員
会はそれぞれ︑４月１日付
けで人事異動を行いました︒
別紙役場機構図参照

業委員会事務局長︶原城靖浩▼

︵保健福祉課長︶大野勝治▼子

大雪地区広域連合室長︵定住促

ども発達支援センター所長︵農

直矢▼企画総務課財政室長︵企
進課住民室長︶西原香▼子ども

▼農地整備課農地整備室長︵農

定住促進課主幹︵定住促進課
画総務課写真文化首都創生室主
発達支援センター主任︵幼児セ

地整備推進センター主任︶池田

長︶高木雅人▼会計管理者・会
任︶高石大地

東川町 ︵4月1日︶
︻課長職︼

計課長︵大雪地区広域連合事務

︵旭川市旭川小︶︑角家直子

局長︶片山孝司▼保健福祉課長
企画総務課財政室主任︵写真

︵同東町小︶︑高橋誠︵当麻町

︻主任職等︼
の町課写真の町推進室主任︶下
農業委員会事務局長︵子ども
当麻小︶︑松本智佳︵旭川市末

南高校︶

︵会計管理者・会計課長︶林直
込純平▼保健福祉課保健指導室
発達支援センター所長︶千田浩

堀内隆功︵下川町下

美▼東川ブランド発信課長︵交
主任︵保健福祉課保健指導室主
一朗

▼教頭

流促進課長︶平田章洋▼農地整
査︶鈴木千紘▼企画総務課専門

◆東川小学校
︻転出︼

備課長︵都市建設課長︶中山善
員︵企画総務課主幹︶西川宗孝

ンター主任︶杉原宏美

敬▼文化レクリエーション課長

︻転入︼

︵生涯学習推進課長︶本多大樹
︵再任用︶

藤原紘治

▼文化レクリエーション課主幹
写真の町課写真の町推進室
税室長︶佐々木貴行

緑が丘小教頭︶▼教諭

︵ひがしかわ観光協会事務局長︶ ︻一般職︼
︵都市建設課建設室︶阪部友洋

︻室長級︼
小︶
東海林秀樹︵教

子

平由佳︵上富

三島光博▼都市建設課長︵都市
▼文化レクリエーション課︵企
学校教育課教育推進室長︵学

未︵富良野市布礼別小︶︑▼期

▼主幹教諭

朋

南部和紀︵富良野市

建設課主幹︶金山裕之▼定住促
画総務課付︶森舞奈▼東川ブラ
校教育課教育推進室主任︶今野

︻昇任︼
諭︶

︻組合専従︼

﨑

前東川町立東川中学校長

尾

この度︑四月一日より東川中
学校から旭川市立東陽中学校に
異動することになりました︒
在任中の二年間は︑素直で何
事にもひたむきに取り組む生徒
たちと熱意あふれる職員ととも
に︑楽しく充実した日々を過ご
させていただきました︒
中でもフィンランドとの交流
や研究開発学校事業をはじめ︑
東川町でなければ経験できない
多くの取り組みは︑自分の教員
人生において大変貴重な財産と
なりました︒
新任地におきましてもこの経
験を生かし︑微力ながら誠心誠
意努力する覚悟でございます︒
終わりになりましたが︑保護
者や地域の皆さまにいつも温か
く見守り支えていただきました
ことに深く感謝申し上げますと
ともに東川町のますますのご発
展と皆さまのご健勝を御祈念申
し上げ︑お礼のご挨拶といたし
ます︒

▼校長

進課長︵企画総務課総務室長︶
ンド発信課東川ブランド推進室
裕太
幼児センター主任︵子育て支

奧野清隆︵旭川

吉原敬晴▼交流促進課長︵企画
︵企画総務課写真文化首都創生

︻主任職等︼
援センター主任︶山方由美子▼

生涯学習推進課長︵税務課課

総務課写真文化首都創生室長︶
室︶栁澤奨一郎▼産業振興課商

産業振興課商工観光室長︵大
室︶石本華奈▼都市建設課建設

前東川町立東川第三小学校長

南 部 和 紀

二年間︑東川第三小学校に勤務
させていただきました︒三小の児
童は素敵な子どもたちでした︒優
しくて純朴︑挨拶が素敵で︑がん
ばり屋⁝︒そんな子どもたちを支
える保護者︑地域の皆さんも温か
くて︑協力的な方々ばかりでした︒
町民運動会に代表されるように︑
この第三地区には強い結束力があ
り︑さまざまな行事に同窓生や地
域の皆さんが積極的に参加する姿
が見られました︒それがこの地域
の伝統でもあります︒改めてこの
学校で︑この地域で︑本当によ
かったと思います︒
町の教育行政もとても素晴らし
く︑子どもたちのことを最優先に
考え︑施策を実行してくださった
ことは大変心強かったです︒また
東川町全体も大変活気にあふれ︑
とても魅力的な町でした︒そのよ
うな恵まれた環境の中で︑二年間
務めさせていただいたことに心よ
り感謝申し上げます︒
結びに︑東川町のますますのご
発展と皆さまのご多幸を心より祈
念申し上げ︑離任のご挨拶といた
します︒

▼校長

藤井貴慎
工観光室︵産業振興課農林振興

東川町教育委員会 ︵4月1日︶ ︻転入︼
▼教頭 豊田央︵士別市士別
︻課長職︼

31

︻室長級︼

室︵企画総務課総務室︶西島圭

石田義明︵滝

任 し ま し た

雪地区広域連合室長︶田渕浩▼

谷崎哲弘︵星置養護石

敏彦︵士別東高︶︑児玉栄理

池田慎︵鷹栖養護︶
横山勝矢︵美深高

校︶▼事務主任

業高校︶︑小川樹理︵期限付︶

退

企画総務課総務室長︵産業振興

▼教頭

▼校長 久保了乙︵紋別養護︶

︻転入︼

六辻朋美︵旭川商業高︶

隆︵湧別高事務長︶▼主任主事

森

寮さぽーと

白川幹雄︵再任用︑

︶▼事務主任

︻退職︼ ︵３月 日︶
▼教諭
美瑛町美沢小︶

◆東川中学校
︻転出︼

︵旭川養護︶︑高橋七重︵鷹栖

佐々木

森田繁︵西興部
養護︶︑満保恵美︵星置養護︶︑

狩紅葉山校舎︶▼教諭

今西

尾﨑朋子︵旭川市東

村上興部小校長︶▼教諭

▼校長

勝志︵旭川市緑が丘中︶︑大島
村田典子︵旭川農業高︶︑岩城

舎指導員

︵同︶︑小松望美︵同︶▼寄宿

彩苗︵新採用︶︑田中豊人

泉︵同明星中︶︑入船心太朗

安達啓一︵和寒町和
▼事務主任
等養護あいべつ校︶
▼教諭 竹内雅幸︑相茶直哉︑
加藤理央︵任期満了︶

◆北海道東川高校
︻転出︼

川工業高校︶

髙橋洋子︵旭川南高

糠養護︶▼教諭

︻転入︼

▼教諭

︵旭川聾教頭︶︑岡田融︵旭川

聾︶︑安田容煕︵札幌伏見支援

▼事務主事

橋本富美子

養護︶︑新保博嗣︵同︶︑日向

学校もなみ学園分校︶︑早坂浩

栄高校事務長︑再任用︶
三浦敦子

佐藤敏雅︵旭川東

美︵旭川市忠和中︶︑髙橋優太

▼事務臨時職員
︵任期満了︶

︻退職︼ ︵３月 日︶

上山浩一︵旭川通勤

永山里香︵同︶▼寄宿

︵函館五稜郭支援学校︶︑荒川

舎指導員

指導員

菜緒︵鷹栖養護︶▼専門寄宿舎

榊原しほじ︵名寄産

▼教諭

梶山千恵子︵白

髙橋勝利︵札幌高等

佐藤一

上原丈典︵旭川

市北星中教諭︶▼教諭

︻退職︼ ︵３月 日︶

▼校長

◆東川養護学校
︻転出︼

明︵旭川市神居中︶

博︵富良野市山部中︶︑廣瀬正

寒中︶▼教頭

▼校長

︻転入︼

︵同東明中︶

陽中︶▼教頭

22

智恵︵同︶︑大久保聡子︵高等

養護︶▼教頭

31
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