東雲地区ふるさと公園整備工事

松井組工建㈱
幼児センター発電機設置工事

㈱東川電気工事

担当 吉澤︵東川小学校内︑☎
│２４２５︶

東川町ミニバレー協会から

の参加者募集中です

ハマナスクラブ杯ミニバレー大会

第４回大会の出場チームを募集
しています︒
月６日㈰午前９時 開会
式︑９時 分試合開始

日時
場所
種目

女 子 ︑ 混 成 １６ ０ 歳 未 満 ︑

Ｂ＆Ｇ海洋センター
混成１６０歳以上︵１チーム

９月

１人千円

６人以内︶
参加料

日㈫

申込締切

│３７０５︶

申込・問合せ 事務局・山鹿︵☎

体育の日ソフトボール大会を開催

東川町体育協会から
について︑一緒に考えてみません

月の﹁体育の日﹂にちなみ︑

します

ソフトボールを通して町内勤労者

市民バイオテクノロジー情報室

等の体力増進と相互の親睦を図る
ため︑体育の日ソフトボール大会
を開催します︒開催案内は後日︑
月 日㈰午前８時半開会

各団体へ送付します︒
日時

町民運動公園グランド

旭 川 空 港グランド オ ープンイベン
ト

〝北北海道を食べる︑買う︑楽
しむ〟をコンセプトにしたフード
コート﹁そらいち﹂のオープンに
より︑いよいよ旭川空港がグラン
ドオープンします︒旭川家具によ
る魅力的な空間には飲食店や旬の
農畜産物・加工品を取り揃えた売
店が立ち並び︑旅行客だけでなく
地域の方々も何度も足を運んでい
ただける施設となっています︒
４日間のオープンイベントにご
来場の方にパスポート︵スタンプ
カード︶を配布いたします︒年内
にそらいち８店︑レストラン４店︑
ジンギスカンテラス﹁カムイチカ
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

14,300,000

東川振興公社から

花本建設㈱

大雪湧水公園前 同 分 ④東

西10号道路改良工事２工区

岡田明彦氏︵染色家︶

8,424,000

講師

東洋設備㈱

くらし楽しくフェスティバルを開催

診療所高性能ボイラ ー取替工事

神楽町との境界︵志比内橋︶

4,796,000

午前 時

㈱フジ土木設計

日㈰

西10号道路実施設計委託業務

日㈯・

14,148,000

９月

花本建設㈱

両日午後１時〜同４時

東忠別地区道路新設工事２工区

日時

23,320,000

第 回くらし楽しくフェスティ

松井組工建㈱

します

西５号道路改良工事

奨学助成金の希望者募集中です

バルを開催します︒今回はキトウ

藤田建設工業㈱

２千円︵材料費込︶
シ森林公園家族旅行村 周年記念

中山湧水地ふれあい公園基盤整備工事
旭川空港から

41,250,000

せんとぴゅあⅡ・体験室
大学進学奨学助成金︑小西健二

火大会を開催します︒東川町の秋
の祭典をお楽しみください︒
日時 ①９月７日㈯午前９時〜午
後７時半 ②８日㈰午前９時〜
午後４時
ケット▼ちびっこ縁日▼飲食屋

内容 ▼特産品販売▼フリーマー
台▼手作り小物・雑貨販売▼果
キトウシ森林公園

実販売▼中古車市 ほか
場所
問合せ 同実行委員会︵東川振興
公社内☎ │２６３２︶

が︑おおらかな気持ちでお許しく
ださい︒特別なマップとコーヒー
をお出しします︒
時

日時 ９月 日㈮午後２時〜同４

㈲門間建設

場所

奨学金の希望者を募集中です︵い

大雪消防組合東消防署から
親子で学ぶ救命教室を開催します

大切な人が突然倒れたら︑あな
たは何ができますか︒９月９日の

│３︶

特別養護老人ホーム 東川

町羽衣園︵西町８丁目

場所

ター︵東川町社会福祉協議会内︶
☎ │７５０５︑ＦＡＸ │７
３０１︵担当 伊藤︑遠藤︶

東 川 町 母と女 性 教 職 員のつど
い推 進 委 員 会 か ら

物のこと﹂講演会

﹁考えてみませんか？ 毎日の食べ

公営住宅南町１丁目団地10号棟建設工事

式︑同９時試合開始
場所

10,450,000

41,140,000

代表としてご活躍されている天笠

２００円︵当日券あり︶

4,290,000

㈲谷地建設

か？東京でフリージャーナリスト︑

食の安全や毎日の食事︑健康

都市建設課

啓祐氏に講演いただきます︒﹇後
月４日㈮午後６時 分〜

援 東川町教育委員会﹈
日時

無料託児あり︵要申込︶

東川小学校 音楽室

同８時５分
入場料

場所

その他

申込・問合せ 推進委員会事務局

7月30日

公営住宅南町１丁目団地９号棟建設工事

指名競争入札
26,180,000

参加費
エプロン︑鉛筆または

申込先 文化レクリエーション課
として︑１日目の午後７時から花

持ち物
ずれも返済不要︶︒詳しくは広報
９月末日

８月号をご覧ください︒
申請期限

︵持参可能な方︶

クーピーペンシル︑ドライヤー

申請先

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

学校教育課

かりし仕上げ︵色止め︑洗い︶

その他 ▼作品完成後︑一旦お預

ギャラリー２で作品展示中︵８

をします︒ ▼せんとぴゅあⅠ
月 日㈯〜９月 日㈰︶

生涯学習推進課☎内線５８５

教育委員会事務局から
学校教育課☎内線 ５８１

伴い交通規制があります

ツール・ド・北 海 道︵ 自 転 車 競 技 ︶に

東川町はツール・ド・北海道
のコースの一部となってい
2019

ます︒一流選手の迫力あるレー
スを間近で観戦できる機会です︒
ぜひ沿道から応援してください︒
また︑それに伴い競技車列の通過
時間帯には交通規制が行われます︒
ご理解のうえ︑現場の警察官の指
９月６日㈮

示に従ってください︒
日付
の境界︵東橋︶ 午前９時 分

先頭車通貨予想時刻 ①東川町と
②せんとぴゅあ前 同 分 ③

キトウシカップ パークゴルフ大会

第 回大会の参加者を募集中で

参加者募集中です

す︒優勝〜 位までと︑飛び賞︑
﹃救急の日﹄を含む救急医療週間

特別賞などをご用意しております︒
に合わせ︑親子で応急手当を体験
定員

６台限定︵事前申込制︶

料金 軽自動車５百円︑乗用車６
車内掃除機がけのみは５百円

百円︑ＲＶ・１ＢＯＸ車８百円︒

０１６６│ │０１１９︶
の後に消防車等を見学できます

その他 ▼ご希望の方は救命教室
▼災害出動等により中止となる
場合があります

東川町社会福祉協議会から

申込先 東川町ボランティアセン

心肺蘇生法やＡＥＤの使い方など

８組︵無料︑先着順︶

申込 ９月 日㈮までに電話︵☎

定員

対象 町内在住の小学生と保護者

の使用方法などを学ぶ

内容 親子で心肺蘇生法︑ＡＥＤ

神楽町 号南３︶

場所 大雪消防組合東消防署︵東

時半

日時 ９月 日㈰午前 時〜同

を親子で体験してみませんか︒

できる﹁親子で学ぶ救命教室﹂を

奮ってご参加ください︒

ホール・ニュー ペ

行います︒大切な命を救うために

大会日時 ９月 日㈰ 午前７時
半受付開始︑同８時半競技開始
︵雨天決行︶
︵西５号北 番地︑キトウシ森

場所 キトウシパークゴルフ場
林公園内︶
競技方法
Ｎ ＰＧ

日㈫まで

１６０名︵先着順︶

千円︵プレー代別途︶

Ａ公 認 ル ー ル

リア 男女混合個人戦
参加料
定員
９月

申込・問合せ 東川振興公社 キ

申込締切
トウシＰＧ場☎ │５００１︑
ＦＡＸ │５００３
キトウシ国 際サイクリング写 真 展

６月９日に開催した第２回キト

を開催します

ウシ国際サイクリングの写真 点

を展示します︒大会の振り返りや

ひとあじちがう洗車場を開催しま

来年の大会に向けた参考に︑ぜひ
ご覧ください︒

す

９時〜午後７時︵開店時間中︶

を間違えてしまうこともあります

働く活躍の場です︒ときどき仕事

方と子どもたちがスタッフとして

現役を引退してしばらく経った

会期 ９月 日㈬〜 日㈪ 午前

無料

ひがしかわ店２階︶

場所 東川サロン︵モンベル大雪
入場料

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

5,720,000

㈱小岩組

7月17日

地域優良賃貸住宅ガーデンコートキトウシⅡ団地
建設工事
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4,653,000
日建コンサルタント㈱
17

30

契約方法等
請負価格（税込み、円）
請負業者
設 備 名 等
入札日

住居表示実施設計委託業務
20

８日㈰

82

羽衣太鼓
東神楽ひょっとこ踊り
大野英二歌謡ショー
上川中央部よさこい
キトウシカラオケ大会
中古車オークション
餅まき
29

建設工事、委託業務の入札結果のお知らせ

57

10

10

10

13

82

15

15

82

10

29

30

20

48

30

83

10

82

9:30〜
10:00〜
10:30〜
11:30〜
13:00〜
15:30〜
15:45〜
15

82

82

10

49

東小スクールバンド
トドックダンス
旭川北鎮太鼓
陸上自衛隊第2音楽隊
菅野流 親子３代 津軽三味線
コンサートフォーガーナ
キッズダンスHip Hopクラブ
中古車オークション
D s-A Hip Hop Dance School
花火大会
9:30〜
10:30〜
11:00〜
11:20〜
12:30〜
13:30〜
14:00〜
15:30〜
18:00〜
19:00〜
11

７日㈯

29

15

44

36

25

82

67

10

28

10

くらし楽しくフェスティバルステージショー

31

15

