泉雅則▼同同

人 事 異 動 のお 知 ら せ
備課農地整備室

中小校長︶▼教諭

松田陽子︵東

▼教諭

中野雅夫︵東川第二小︶

早坂昌俊︵東神楽町忠

◆東川第三小学校
︻転出︼
▼教頭
宮下智哉

栄小教頭︶▼事務主任

荒

川第一小︶︑森谷加悦子︵東川第

斎藤流星▼都市建設課建設室
︵旭川市末広小事務主任︶

東川町関係人事
二小︶︑東藤尚子︵旭川市末広小︶

▼前田昭彦︵校長︶

︻退職︼ ︵３月 日︶

▼教諭

︻転出︼
松田陽子︵東川小︶︑

古髙理恵︵旭川第三小︶

那須隆哉︵旭川市東五

︻再任用︼
▼教諭
条小教諭︶

成田有希

立田俊治︵函館高等

◆東川養護学校
︻転出︼
▼副校長
支援学校校長︶▼教諭
大村沙有里︵札幌星置養護学校ほ

︵旭川養護学校︶︑樋上緑︵同︶︑

礼別小教頭︶▼事務職員
しみ学園︶︑伊藤善美︵鷹栖養護

高橋秀

人︵上富良野町東中小事務職員︶
寄高等学校養護教諭︶▼新採用教

大塚知絵︵足

学校︶▼養護教諭
近江栄子︵東川第
山本浩︵旭川東高校事

諭島村枝里子︵美深高等養護学校︶
務長︶

▼事務長

◆東川中学校

三小養護教諭︶

▼養護教諭

︻再任用︼

▼教頭

︻転入︼

▼養護教諭

秋元千枝美︵旭川市

川大輔▼同同

那須政子︵町立診療所主任看護

金塚侑也▼町立診

療所医局 廣瀬絵理佳
啓明小︶

東川町︑東川町教育委員会
はそれぞれ︑４月１日付けで
︻退職︼
師︶

岡

東川町教育委員会 ︵4月1日︶ ◆東川第一小学校
子ども未来課幼児センター

︻新採用︼
本美梨

木末携志︵富良野市布

人事異動を行いました︒
東川町 ︵4月1日︶
旭岳ビジターセンター所長︵文

︻課長級︼
化レクリエーション課主幹︶三島
光博

︻主任職︼

学校教頭︶▼教諭

菅原靖博︵札幌養護

走養護学校︶︑松田俊太郎︵新︶︑

▼副校長

︻転入︼

南中︶︑藤井浩一︵同緑が丘中︶︑
伊藤若菜︵紋別養護学校ひまわり

佐藤瑞恵︵旭川市永山

福岡奈穂︵同明星中︶︑石塚智樹
学園︶︑荒井明子︵美深高等養護

▼教諭

︻転出︼

︵同東陽中︶︑佃健一︵同永山南
学校︶︑河合忍︵美唄養護学校︶︑

山田裕司︵滝上町滝上

中︶︑真部卓︵滝川市江陵中︶︑
宮越知火子︵紋別養護学校︶︑小

▼校長

山森考将︵美瑛町美瑛中︶︑上野
林亮太︵札幌養護学校︶︑北島朋

︻転入︼
中校長︶▼教諭

愛理︵旭川市中央中︶︑久保涼太

▼岡本美雪︵校長︶

◆東川第二小学校
︻転出︼
▼校長

石崎睦美︵網

川市大有小︶︑木村智子︵東川小︶

︵同愛宕東小︶
子︵鷹栖養護学校︶︑上山優子

永森麻奈美︵旭

︻退職︼ ︵３月 日︶

︻転入︼

農地整備課農地整備室主任︵都

教職員人事
道教育委員会は４月１日付
けで町内公立学校︑道立学校
教職員の異動を発令しました︒
大垣秀彦︵旭川市末広

市建設課建設室主任︶前野浩一▼
定住促進課専門員兼東川町土地開
発公社事務局長︵定住促進課主幹︶
高木雅人︵再任用︶
定住促進課住民室︵文化レクリ

︻一般職︼
エーション課︶森舞奈▼企画総務

◆東川小学校

課財政室︵上川滞納整理機構派遣︶
松田紘幸▼都市建設課公共施設管
中︶︑藤原克宗︵同光陽中︶︑
▼事務長

諭

佐藤健︵旭川養護学校︶▼養護教

︵紋別養護学校ひまわり学園︶︑

▼教諭
等々力文雄︵富良野市富良野東

辻秀博︵旭川市永山南

森谷加悦子︵東

中︶︑西川靖二︵東神楽町東神楽

高校事務長︶▼専門主任主事

大谷周子︵旭川永嶺高校︶

鈴

浦野俊吾︵倶知安農業

澤野由美︵美深高等養護学校︶

遠藤友文︵幌加内町朱
中︶︑山田孝志︵旭川市春光台

小校長︶▼教諭

▼校長

︻転入︼

川小︶

小︶︑金川一代︵旭川市近文小︶︑

安田朋樹︵東川第二

木村智子︵東川第一小︶▼養護教

▼教諭

︻転出︼

渡辺翔太▼

理室︵都市建設課建設室︶西島圭
哉
企画総務課財政室

︻新採用︼
安田朋樹

木美由紀︵鷹栖養護学校︶▼主任

鞠内小校長︶▼教諭

中川弘美︵旭川市近文小︶
主事

諭

佐藤晃平▼文化レクリ
中︶︑髙木由衣︵富良野市富良野

︵東川小︶
東中︶

▼校長

︻転入︼

学校は地域に支えられて成り立
つ︑ということを改めて感じる三
年間でした︒
国際交流や海外派遣︑高校生国
際写真フェスティバル︑ボラン
ティア︑羽衣太鼓︑吹奏楽部の演
奏会など︑どれをとっても高校単
独ではなし得ない教育活動となっ
ています︒
そして高校生の参加が地域の活
力になったのであれば︑生徒たち
は自分たちの取り組みが人の笑顔
につながるという喜びをもらった
ことにもなります︒そのことで彼
らはこれからも人のためになろう
とする生き方をしてくれるでしょ
う︒未来を担う若者が自分の力を
信じる多くの機会をいただいたこ
とに︑心から感謝しています︒
個人的にも東川町の生活を満喫
しました︒紅葉の羽衣の滝に感動
し︑おいしい食べ物︑忠別川での
釣りや町内会の各行事も良い思い
出です︒多くの方にお世話になり
ました︒
四月からは千歳高校で勤務する
ことになりました︒かの地から東
川町の発展と子どもたちの活躍を
祈念しています︒

渡 辺 文 貴

地域に支えられた三年間

二年間︑東川町立東川第二小学
校に勤務させていただきました︒
毎日︑登下校時には校長室へ寄り︑
明るく元気にあいさつできる子ど
もたち︑心優しく友達と仲良く生
活することができる子どもたちに
囲まれ︑充実した毎日を過ごすこ
とができました︒
また保護者や地域の方々︐松岡
町長様を始めとする東川町の行政
の方々が日本一の﹁子育て・教育
の町づくり﹂の目標の下︑子ども
たちに生きる力を育むために︑き
め細かで手厚い学校教育への施策
を推進されており︑すばらしい環
境の中で教育に携わらせていただ
いたことを心から感謝しておりま
す︒紙面にて誠に申し訳ありませ
んが︑お力添えをいただきました
多くの方々に心より感謝申し上げ
ます︒
生まれ育ったふるさと東川町を
離れることにはなりますが︑町全
体が大変活気にあふれ︑とても魅
力的な町﹁ひがしかわ﹂のますま
すのご発展と皆さまの御多幸を心
よりお祈り申し上げ︑離任のごあ
いさつといたします︒

大 垣 秀 彦

充実した毎日でした

雪

二年間ありがとうございました

美

五年間ありがとうございました

本

二年間東川に勤務させていただ
き︑本年をもって退職となります︒
東川町︑また第一地区で充実した
日々を過ごさせていただき︑あり
がとうございました︒
第一小学校ならではの﹁一小巻
き﹂や﹁一小太鼓﹂︑特色ある教
育活動の数々︒子ども達の頑張り
や成長が伝わってくる楽しい時間
でした︒保護者や地域の皆さまに
は︑学校行事へのご協力や児童の
安全のための見守り等︑温かい御
支援をいただきました︒また地域
行事やレクリエーションでご一緒
させていただくなど︑公私ともに
お世話になりました︒
東川町は先進的な取り組みで利
益を生み出し︑教育にも手厚く︑
他町の方に羨ましがられることも
多くありました︒これからも創造
の意識高く︑発展していかれるこ
とと思います︒温かく手厚く育て
られた子ども達がよりよい未来を
築いてくれるのを楽しみにしたい
と思います︒
お世話になりました東川町の皆
さまに心より感謝申し上げますと
ともに︑東川町のますますの御発
展と皆さまのご多幸をお祈りし︑
御礼の挨拶とさせていただきます︒

岡

前北海道東川高等学校長

彦

前東川町立東川第二小学校長

昭

前東川町立東川第一小学校長

田

この三月をもって︑教職員生活
の最後を東川町で迎えることがで
きました︒赴任していたこの五年
間はこれまでの人生の中で︑もっ
とも充実した日々でした︒
東川第一小学校では︑全校漢字
検定に取り組み︑三年連続全員合
格というすばらしい偉業を子供た
ちが成し遂げてくれました︒
東川小学校では︑誰もがその佇
まいに感嘆の声をあげる教育環境
の中で︑文武ともに励む子供たち
の姿がありました︒
教育熱心な保護者の皆さま︑子
供のためなら労苦を惜しまないボ
ランティアの方々︑教育に真摯
︵しんし︶に取り組む教職員が︑
同じベクトルで協働できる東川町
が大好きでした︒
そして︑夜な夜な︑おいしい料
理をいただきながら︑東川町の魅
力ある方々との交流が楽しみでし
た︒
こんな素敵な東川町を去ること
がとても寂しいです︒東川町のす
べての皆さまに心から感謝申し上
げますとともに︑東川町の弥栄と
皆さまのご多幸をご祈念申し上げ︑
お礼の挨拶といたします︒
ありがとうございました︒

前

前東川町立東川小学校長

︻再任用︼

岡本周▼産業振興

吉川順子

▼教諭 小林伸一

岸政継︵中富良野町旭

石田悠人▼農地整

藤田

松本一美︵新︶

エーション課

同総務室
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課産業振興室

▼非常勤看護師
▼特別支援教育専門支援員

川合敏

鳥越靖子︵鷹

菜夕里︵新︑非常勤︶
▼専門主任主事

︻再任用︼
栖養護学校︶▼主任主事
雄︵旭川北高校主任主事︶

︻退職︼ ︵３月 日︶
赤岡達也︑河野京子︑青地せつ
子︑古田淳一︑山下智子︑木下祥

山田

谷口実▼調理員

子︑田中靖子︑竹内亜里︵同︶▼
専門主任主事
川眞田美樹▼非常勤看護師
奈津子

笹原修児

真部真裕美︵砂

大槻健治︵訓子府高

渡辺文貴︵千歳高校校

◆北海道東川高校
▼校長

︻転出︼
長︶▼教頭
校校長︶▼教諭
川中教諭︶▼事務長

氏川里恵

成田豪︵函館中部高

元村治郎︵利尻高校校

︵音更高校主任主事︶

︻転入︼
▼校長
校定時制教頭︶▼教諭

長︶▼教頭
︵雄武高校︶▼事務長
︵標津高校事務長︶

︻退職︼ ︵３月 日︶

退 任 し ま し た
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