ち︑親族の方に役場にて収骨手続
賃金︵時給︶

整業務等︶
①１０３０円〜

⒜早番

勤務時間
午後１時〜同９時

午前８時〜午後４時

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

郵送または持参︑後日面接

応募方法 履歴書︵写真添付︶を

ド＆トーク︑アウトドアブランド

を厳選して上映︒ほかにもスライ

ンフィルムフェスティバルの作品

います︒それぞれチームメンバー
中の町民の人数によって１部と２
部に分かれます︒詳しくはお問合
せください︒
Ｂ＆Ｇ海洋センター

◆共通事項
場所
参加対象 一般男女︵中学生以上︶
ーム２千円︶

参加料 １チーム３千円︵学生チ

祉協議会・伊藤☎ │７５０５︑

問合せ・申込先 事務局 社会福

月

日㈯午前９時〜

回全町バレーボール大会

４６６６

町東川スタイル課・大角☎ │
▼第
日時

月

日㈪まで

ち女子３人以上︶

試合方式等 男女混合６人制︵う
申込期限

す

月６日㈮まで

│３６９７

方法があるのか︑効果的な事業は

立した生活をするにはどのような

の様子から︑住み慣れた地域で自

高齢者の方の健康状態や暮らし

﹁健康とくらしの調査﹂を実施しま

介護保険対策室☎

大雪地区広域連合から

申込期限

ち女子４人以上︶

試合方式等 男女混合９人制︵う

月

日㈰午前９時〜

回町技バレーボール大会

▼第

ギャラリーウィークも開催中︒
チケット 前売１３００円︑当日

日時

や飲食のブースなど︑観る＆体験

町内カフェでは 月 日㈰まで

会では豪華景品が当たるかも？

するプログラムがたくさん︒抽選

織田・竹田︶☎ │５００１
月 日㈯オープン予定です︒

東川アウトドアフェスティバル
実行委員会から
１５００円
前売販売所 道の駅﹁道草館﹂︑
︵西５号︶︑
Natures soft serve
東
Transit

ノマド︵東町２︶︑
川︵南町２︶︑すぎやま珈琲
︵富良野市日の出町︶

東川町バレーボール協会から
大会出場チーム募集中です

大麻は暴力団など犯罪組織の資

何かについて調べるため︑﹁健康

金源でもあります︒社会経済活動
の脅威である暴力団は︑企業を装
うなどして生活に深く浸透してい
ます︒﹁恐れない・利用しない・
金を出さない＋交際しない﹂の
〝三ない運動＋１〟を徹底しまし
暴力団排除のため︑違法・不当

ょう︒
な要求に関する情報提供をお願い
します︒また︑犯罪被害は早急に
☎

│０１１０

届け出てください︒
問合せ

指名手配容疑者を見かけたら通報
を！

店名 Ｔｒａｎｓ ｉｔ 東川
住所 南町２丁目２│１
営業 午 前 ７ 時 〜 午 後 ７ 時
定休日 ㈫㈬㈭︑平日午前９
時〜午後３時は閉店
電話
│７５５９

トランジットは︑
いろんなメー
カーのアイテムを厳 選したセ
レクトショップ︒
アウトドアに
限らず普段使いできるモノも
たくさんあります ︒写 真は旭
岳の等高線が刻まれたカッテ
ィングボード︵まな板 ︶︒旭 川
家 具と 同じ素 材で作られた
東川らしい逸品は︑大切な人
へのプレゼントにもなりそう︒
模様を傷つけるのがもったいな
い！と思ったアナタ︒
ご安心く
ださい︑
カットには裏面も使え
ます︒
おもちゃ箱のような店内
には他にもワクワクする品
︵パ
ズーのランプとか︶
がたくさん︒
ライター
︵記者︶
でもある店主
が優しく＆詳しく説明してく
れるので︑時を忘れて魅入って
しまいます︒
今年８月末現在で全国の指名
手配容疑者は約６００人にのぼり
ます︒これらの容疑者は︑再び殺
人・強盗などの凶悪事件︑暴行・
傷害・窃盗・詐欺・横領などの事
警察は全国の総力をあげ︑特に

件を起こすおそれがあります︒
重大な犯罪の指名手配容疑者を
月中に追跡捜査し︑早期検挙する
容疑者を発見するには︑みなさ

べく取り組んでいます︒
んのご協力が不可欠です︒﹁容疑
者らしき人物を見かけた﹂など︑
どんなわずかな情報でも結構です︒
警察に１１０番をお願いします︒

︻内容や値段等は予告なく変わる可能
性があります︒予めご了承ください︼

16

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
きを行っていただく必要があるた

ー・スノーボード等の貸出︑調

ミッドレイヤー︵フリースやジャ

ひ愛用のベースレイヤー︵肌着︶︑ 現在は︑ご本人が亡くなられたの
ケット︶をお持ちください︒
ません︒今後は︑少子化や核家族
⒝遅番

②・③９００円〜

化などで身寄りのない方が増えて

め︑生前予約の受付は行っており

いく時代性に合わせ︑自身が共同
待遇 社会保険・労災保険加入︑

勤務形態 シフト制︵４週６休制︶

月 日㈭午後２時〜同４

墓地利用の意思を親族や代理人と

時

日時

︵旭岳ビジターセンターではな
確認し︑生前中の利用希望を受け

場所 せんとぴゅあⅡ多目的室

５００円
種あり

制服貸与︑諸手当︑福利厚生各

いのでご注意ください︶
参加費
す︒

名︑要予約︵ 日㈫〆切︶ 付ける方法などを検討する予定で

スライドセッション表彰式
抽選会

２大会の参加チームを募集して

82

定員

20:30〜

引き起こす危険な薬物であり︑そ

73

申込・問合せ 旭岳ビジターセン

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL
東川特別プログラム

申込先 ㈱東川振興公社︵担当

通勤可能な方

応募要件 満 歳以上でマイカー

18:00〜

午後６時からはバンフマウンテ

スライドセッション

東川振興公社から

ターに電話︵ＨＰからも予約可︶ 担当 定住促進課︵内線☎１１０︶

▼初冬ゆこまんべつスノーウォー

ガイドツアーのご案内

ク 旭岳温泉︵勇駒別︶で新雪

15:30〜

の使用は厳しく処罰されます︒

11

を歩いて冬山・自然体験の足な
各パークゴルフ場の営業期間は

日㈰
を開催します
HOF 2019

東川アウトドアフェスティバル

会場 大雪クリスタルホール︵旭
川市神楽３条７丁目︶

無料

名

定員 相談会 １組１時間︑セミ
ナー
参加費

11

開催日：11月10日㈰
場 所：せんとぴゅあⅠ講堂
問合せ： higashikawa.outdoor@gmail.com

※キャンモアスキービレッジは
12

ＰＧ場の営業期間について

次の日までを予定しています︒
月

▼キトウシＰＧ場⁝ 月４日㈪㊗
▼親水河川ＰＧ場⁝
キャンモアスキービレッジのスタッ
フを募集します

︵ＨＯＦ︶を開催します︒
目玉企画の一つは︑前日午前０

今シーズンのスキー場スタッフ
を次の通り募集します︵若干名︶︒
時〜当日正午の 時間で町内を撮
影＆編集した作品を上映する﹁ス

午 ▼セミナー 午後１時〜同

日㈪まで

月 日㈮までに

住宅金融支援機構北海道支店☎

申込・問合せ

０１１│２６１│８３０６︵平
日午前９時〜午後５時︶
東川町は︻フラット ︼子育て型
支援の協定を締結しています

39

らし︒自然体験を安全に楽しむ
コツ︵道迷い︑低体温︶もおさ
月１日㈰午前９時半〜正

らいします︒
日時

日㈯
採用期間は 月上旬〜３月中旬ご

麻由美氏︑和田北斗氏です︒個性

ろです︒

とセンスが色濃く表れる作品をお

ライドセッション﹂︒今年の参加

②チケット売場係員︵リフト券

クリエイターは川上晃弘氏︑山内

等販売︑インフォメーション業

導業務︑索道整備点検業務等︶

東川町では︑２０１７︵平成
楽しみください︒

業種 ①索道係員︵リフト乗客誘

︶年度から西８号墓地内に公設
務等︶ ③レンタル係員︵スキ

る資金計画や家づくりのポイント

の研修の後︑各海上保安部署等に
２時 分

受験資格や各日程などの詳
︶
https://www.kaiho.mlit.go.jp

細については︑海上保安庁ＨＰ
︵
月

をご覧ください︒
受付期間
月１日㈰

│ ０ １ １８ ︶

採用試験担当

第一管区海上保安本部

一次試験日
問合せ
総務部人事課
︵ ☎ ０ １３ ４│

障害者職業能力開発校から

東川町のきた住まいる建設推進
事業もしくは二世帯住宅推進事業
とフラット ︵住宅金融支援機構

令和二年度入校生を募集します

が融資する 年間固定金利住宅ロ

誤まった情報が流れ︑大麻に対す

近年︑大麻の有害性を否定する

力団追放！﹁三ない運動＋１﹂

大麻は危険な違法薬物です！＆暴

旭川東警察署から

げられます︒

場合︑当初５年間の金利が引き下

ーン︶を活用して住宅を建設する

求職中の障がい者の入校生を募

日㈬まで

集します︒訓練期間は６カ月︑１
月

年または２年間です︒
月２日㈪

願書受付期間
選考日

問合せ 同校︵砂川市焼山 番地︑
☎０１２５│ │２７７４︶ま
たはハローワーク

︼全国一斉相談会＆セミ

住宅金融支援機構から
︻フラット

る警戒心の低下が懸念されていま
す︒大麻は︑幻覚︑記憶障害︑学

ナーのお知らせ

住宅ローンや資金計画などにつ

習能力の低下︑人格の変化などを

23

33

11

アウトドアブランドブース
フード＆ドリンク
スライド＆トーク
24

15

12

午ごろ

月

６人︵最少催行２人︶

参加費 ３５００円︵傷害保険料
込︶
定員
申込締切

﹁町長への手紙﹂に回答
公的合祀墓の生前予約について

の合同墓地を設置しております︒

有資格者を対象とした採用試験を
に関するセミナーを行います︒

ご意見をいただきました︒

とくらしの調査﹂を行います︒対
日時
10

月 日㈯ ▼︻フラット

実施します︒本試験に合格し採用
23

︼個別相談会 午前 時〜正
35

おいて勤務することとなります︒

︵北九州市門司区︶での約半年間

されると︑海上保安学校門司分校

日㈪

象者の方に調査用紙を送付します

日㈪〜

月

ので︑受け取られた方はご協力を
月

お願いいたします︒

11

45

期間
ない 歳以上の方

対象 要介護認定を受けたことの
実施主体 国立研究開発法人・国

日

11

立長寿医療研究センター
ルセンター︵☎０１２０│９０

問合せ 健康とくらしの調査コー
０│６７８︶または大雪地区広
域連合介護保険対策室

上川総合振興局から
道道の冬期間通行止めについて

次のとおり通行止めです︒
▼道道６１１号瑞穂東川線︵通称
北５線︶の東 号・原田宅地先
月７日〜来年２月

〜奥ゲート︵１・５㌔㍍︶
＝
▼同・奥ゲートから先６・１㌔㍍
＝ 月 日〜来年５月７日
▼道道１１１６号富良野上川線

│４４６１

日〜来年５月７日

事業課☎

月

４│ ︶

︵東川町８０６│ 〜同１０７
＝
問合せ

第一管区海上保安本部から
海上保安官を募集します

60

いての個別相談会と︑専門家によ

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

船舶︑無線通信または航空機の

20
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11 11
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12:00〜
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オトナのコドモ心をくすぐります…！
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