﹇後援

東川町︑町教委﹈
交通安全指導員を功労者表彰

◆いずれも 月３日㈰
９月 日︑上川合同庁舎
▼日本航空㈱機長による特別講
︵旭川市永山︶にて︑道な
習﹃人を育てる言葉掛け﹄
どの主催で秋の全国交通安
時間 午前 時〜正午
全運動上川総決起集会が開
場所 東川小学校 ランチルーム
催され︑その中で上川管内
▼第１回産業用マルチローター競
交通安全功労者表彰が行わ
技大会︵観覧のみ︶
れました︒街頭立哨や交通
時間 午後１時半〜同５時
安全教室での指導などで活
場所 東川小学校 グラウンド
躍している方に贈られるも
問合せ ㈱
ので︑安井繁光さん︵ 区︶
WorldLink
&
Company
☎０７５│７０８│２３６９
に知事感謝状︵従事年数
年︶が︑田代晴夫さん︵
区︶に上川総合振興局長感
日本政策金融公庫から
謝状︵同７年︶が授与され
ました︒長年にわたり地域
国の教育ローンのご案内
﹁国の教育ローン﹂は︑高校︑
の交通安全活動にご尽力い
ただき︑ありがとうござい
ます︒
短大︑大学︑専修学校等に入学・

在学する子どものいる家庭を対象

％ 固定金利

年以内

年１・
毎月元利均等返済

東川養護学校の生徒に感謝状

ボランティア活動の一環
として︑毎年同校の生徒が
役場周辺や改善センターな
どの清掃︑雑草取り︑テー
ブル拭き掃除などを行って
います︒今年は９月上旬か
ら中旬にかけて︑高等部の
生徒５人が一生懸命に清掃
してくださいました︒あり
がとうございました︒

日︑ブルームガーデン

ブルームガーデンが樹木剪定ボラ
ンティア

９月

加代子氏を同委員として再任し
現在の人権擁護委員は︑馬場猛

ました︵委嘱者＝法務大臣︶︒
氏︵北町３︶︑盛永小夜子氏︵７
北︶︑松林加代子氏︵ 区︶︑安
井繁光氏︵ 区︶の４名です︒人
権尊重思想の普及高揚や︑家庭内
のもめごと︑近隣とのトラブルな
ど身近な相談に応じています︒
人権擁護委員は︑まちの身近な
相談パートナーです︒ひとりで悩
まずお気軽にご相談ください︒
秋の交通安全祈願祭

９月 日︑交通安全聖観音像前

す︒町からは感謝状を贈りました︒

年度３回目のボランティア活動で

樹木２本の剪定を行いました︒今

側広場の電線にかかりそうだった

主催︒町内の事業所︑学校長︑自

町交通安全協会︵米田保会長︶が

の全国交通安全運動﹂に合わせ︑

祭を行いました︒ 日からの﹁秋

︵北町１︶にて秋の交通安全祈願

︵三上吉彦代表︶が︑役場庁舎南

ありがとうございました︒

がけ︑地域に広げる意識啓発が重

事故に遭わない・起こさないを心

れた方へ心よりお見舞い申し上げ

後に現地へ到着しました︒被災さ

せたトラックが東川を出発︒２日

２㍑ペットボトルの水を６千本載

ることができます︒水原︵スウォ

おり︑展示作品から歴史を垣間見

には貴重な記録写真が保存されて

寧越メディア記者博物館＝写真＝

ゴ・ミョンシン氏が館長を務める

同日ＪＡ前で行った出発式にて︑ す︒その写真フェス委員でもある

大学からインターン生として東川

黄盈茗さん︵台湾︶＝︑台湾政治

ントゥエットさん︵ベトナム︶︑

語学科の卒業生＝チャンティアイ

町の観光案内などを実施︒

米東川米︵日本酒︶の試飲︑東川

の中︑新米ゆめぴりかの試食や純

治振興会長︑交通安全指導員ら約
市川副町長は﹁一瞬の不注意で

て ︑ 昨 年 に 引 き 続 きＪ ＡＬ 折 り
光協会︑町産業振興課︑ひがしか

アｉｎ 代々木﹂に︑ひがしかわ観

いです﹂などといった声もあり︑

していて︑旭岳での合宿が懐かし

﹇主催 中央自治振興会﹈

長い﹁スカイキング﹂という折り

ッフの丁寧な指導で︑滞空時間が

集まった小学生は︑ＪＡＬスタ
わ東京会︵東川町出身で東京在住

東川への注目度が全国的に高まっ

方︵大人でも難しいレベル︶でヒ

ていることを実感するイベントで
した︒

月６日︑地域子育て支援セン

幼児にっこり︑親子あそばん会

ターのお祭り﹁親子あそばん会﹂
を幼児センターで開催しました︒
ヨーヨー釣りやゲーム︑くじ引
きなど︑小さな子どもも楽しめる
内容がもりだくさん︒赤いＴシャ
ツの旭川福祉専門学校子ども学科
の学生さんもお手伝いし︑手あそ
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︵公財︶
ＡＦＳ旭川支部から
国際協力ボランティア募集中

ＡＦＳは︑多様な文化・価値観
の人々と﹁共に生きることを学ぶ﹂
活動を行う世界的な教育団体です︒
留学生の派遣・受け入れを行って
おり︑今年から東川町でも受け入
れが始まりました︒
現在︑ホストスクール・ホスト
ファミリー・留学生の３者の間に
立ち︑様々なサポートを行うボラ
ンティアスタッフを募集していま
す︒語学力は特に必要ありません︒
異国に一人で来た勇気のある高校
生を支える︑やりがいのあるボラ
ンティア活動をしませんか？また︑
ホストファミリーも随時募集して
います︒期間は１週間〜 か月程
とした公的な融資制度です︒ご家
ますので︑ご活用ください︒

庭の状況に応じた優遇制度もあり
融資額

度です︒世界の高校生をご家庭に
方はぜひご連絡ください︒

迎えてみませんか？ご興味のある
問合せ ☎０８０│３３９８│２
金利

一人３５０万円以内

２８７︵支部長 吉田︶︑メー
ル
返済方法

用途例 入学金︑授業料︑教科書
代︑賃貸住宅の敷金・家賃など
そ
※の他条件あり︒詳しくはＨＰ

︵﹁国の教育ローン﹂で検索︶へ
問合せ 教育ローンコールセンタ

起きる交通事故により︑それまで

ＪＤＣドローン技能検定講習︑

満了に伴い︑盛永小夜子氏と松林

びの歌なども披露しました︒

要﹂︑旭川東警察署交通第一課の
るとともに︑この物資が少しでも

ン︶市では︑東川町に留学してい

人が出席しました︒

９月 日︑町から東川養
護学校に感謝状を贈りまし
た︒

の方々︶が共同で﹁ふるさと連合

月 日︑人権擁護委員の任期

００２年に﹁写真の郡﹂を宣言し︑

人権擁護委員が再任されました

市を支援するため︑町と東川町農

高気圧の影響で ℃という暑さ

ゾーン﹂にブース出展しました︒

ー☎０５７０│００８６５６

と全く違う苦しい生活になる︒こ
同博物館を中心に毎年﹁東江写真

梶沼崇芳企画係長は﹁交通事故は

た元学生が結成した﹁韓国東川会﹂

に滞在し︑現在は御茶ノ水大学に
て交換留学中の曾莠淇さん︵台湾︶
も駆けつけ︑イベントをお手伝い
してくれました︒
株主総会に行けないので代々木に

紙ヒコーキ大会が行われました︒

月６日︑東川小学校体育館に
来ました﹂﹁東川町は移住先の候

滞空する紙ヒコーキを作ろう！

︵東京都渋谷区︶で開催されたグ

補です﹂﹁学生の頃にクロカンを

来場者からは﹁東川の株主です︒
ルメイベント﹁第 回北海道フェ

月３日〜６日に代々木公園

代々木フェアで町をＰＲ

大いに盛り上がりました︒

の約 人と交流︒思い出話などで

現在は東京で働く北工学園日本

なかなかゼロにはならないが︑今
助けとなり︑１日も早く復興する

東江︵ドンガン︶写真博物館など

いる寧越︵ヨンウォル︶郡では︑

東川町と文化交流協定を結んで

の目的は民間レベルでの交流促進︒

人が韓国を訪問しました︒今回

流協会︵西川哲夫会長︶の会員ら

９月６日〜９日︑東川町韓国交

韓国交流協会︑訪韓し交流

ことをお祈りいたします︒

い︒農家のみなさんは収穫で忙し

安全に気をつけて身を守って欲し

この時期は事故発生率が一番高い︒

挨拶︒米田会長は﹁日が短くなる

成果︒今後も継続的な活動を﹂と

年度︑東川町で大きな事故がない
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80

10

03

を視察︒寧越郡は東川を参考に２

31

い時期だが︑特殊車両の運転にも
十分に気をつけて﹂と話し︑交通
事故ゼロを祈願しました︒
台風 号被災地に支援物資搬送

月 日︑
日から
日にかけて
猛威を振る
った台風
号による豪
雨で停電や
断水などが
起こり︑飲
料水が不足
して助けを
求めていた
福島県相馬

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

20

10

合いたい︒まずは自分の周りから︑

フェスティバル﹂を開催していま

︵ナビダイヤル︶または☎ │

12

協が合同で大雪旭岳源水を送りま

ＰＲＯパイロット技能認定会の開

34

した︒

催に合わせ︑どなたでも観覧いた

21

info-asahikawa@afs.or.jp 返済期間

から
SkyLinkJapan
産業用マルチローター競技大会を

34

の祈願祭を契機とし︑なおいっそ

５３２１│８６５６

開催します

23 10

う気を引き締めて交通安全に向き

だけるプログラムを行います︒
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のは日頃からのみなさんの活動の
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