②氷を取り出す

申込期日
４６

問合せ

１月５日㈰
☎０３│６４２７│９１

and@tomoka-t.net

東川町社会福祉協議会から

ポイントが溜まってオトクなＨ

応募資格

受付期間
日㈰︑

歳以上

日本国籍を有し︑採

２月

通年

歳未満の男女

用予定月の１日現在

試験日

﹁道草館﹂２階︶で発行すること

ＵＣは︑東川町商工会︵道の駅
ができます︵発行手数料２００

日㈪の

自衛隊旭川地方協力

歳以

③現地見学会への参加︵同︶

日㈮必着

上︵４月１日時点︶の方

応募資格 北海道在住で満
応募期限 ２月
応募方法 氏名︑性別︑住所︑年
齢︑職業︑電話番号︑メールア
ドレス︑国有林モニターを知っ
たきっかけ︑応募理由︵百字程

歳未

日㈬の

☎０１１│６２

札幌市中央区宮の
ＦＡＸ０１１│

％になってい

す︒②ダイレクト納付︑振替納税

な納税資金のご準備をお願いしま

期限内納付のために︑①計画的

されています︶︒

ます︵同時に軽減税率制度が適用

昨年 月１日から

消費税及び地方消費税の税率は︑

内に

消 費 税・地 方 消 費 税の 納 付 は 期 限

旭川東税務署から

︶
h̲kikaku@maﬀ.go.jp

６２２│５１９４

２│５２２８

森３│７│

│８５３７

国有林モニター担当︵〒０６４

北海道森林管理局企画課

度︶を郵送︑ＦＡＸ︑メール

日㈯〜

│０１００

応募先

本部︵旭川市春光町︶

歳以上

日本国籍を有し︑７

４月

１月６日㈪〜４月

月１日現在で

応募資格

▼予備自衛官候補︵一般︶

試験会場

いずれか１日

円︶︒
道草館︑ホクレ

ンショップひがしかわ店

自動チャージ機

た月を含めて６か月以内

電子マネー利用期限 チャージし
問合せ ☎ │２７５０

満の者
受付期間
日㈮
試験日
陸上自衛隊旭川駐屯

いずれか１日
試験会場
自衛隊旭川地方協力

地︵旭川市春光町︶

☎

中部森林管理署から
国有林モニター募集中です

皆様に国有林の役割や現状をご
理解いただき︑幅広い意見を国有
林野の管理運営に役立てるため︑

☎ │６２９１

人がクリスマス

れぞれの個性あふれる作品になり

キットを使って作りましたが︑そ

リースかお正月飾りを選んで制作︒

き︑集まった約

イニンスクール旭川︶を講師に招

澤沼雅子氏︵マミフラワーデザ

作り講習会が開催されました︒

にて中央自治振興会主催のリース

問合せ

さい︒詳しくは国税庁ＨＰまで︒

カード納付などをぜひご利用くだ

国有林モニターを募集しています︒ ︵個人事業者の方︶︑クレジット
人

４月〜２０２２︵令和

４︶年３月の２年間︑

依頼期間

に関するアンケートへの回答②

依頼内容 ①国有林や森林・林業

で的確な選挙の執行および明るい

モニター会議への出席︵年１回︶

選挙の推進に尽力されました︒大

日︑ＴＶ・舞台衣装

山本氏の人柄を思わせる優しい作
風の作品を︑ぜひご覧ください︒

日︑せんとぴゅあⅠ

リースで家庭を華やかに

昨年 月

ました︒﹁思ってたよりも良いも
のができた﹂と喜ぶみなさんの作
品は︑部屋や玄関を美しく彩って
くれることでしょう︒

台 湾 新 北 市の地 方 創 生フォーラム

昨年 月

日︑台湾新北︵シン

に招待されました

ペイ︶市で開催された地方創生フ
ォーラムに︑松岡市郎町長︑磯田
憲一﹁君の椅子﹂プロジェクト代
について講演を行いました︒台湾
は日本を参考に地方創生事業をス
タートし︑人口減少対策や地域の
活性化に取り組んでいます︒今回
は︑昨年７月に新北市の議会議員

18

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
間以上置く
④ろうそく台︵切った段

③上部に穴を空け︑中の水を捨
てる
ボールに釘を貫通させたもの︶
を氷の中に入れる
ひとあじちがう料理店を開催しま

ご家庭にキャンドルを設

現役を引退してしばらく経った

置する場合は︑場所や火の元に

その他

│３７６１

す

☎
方と子どもたちの活躍の場です︒
ときどき仕事を間違えてしまうこ

20

とぴゅあⅡ館内に展示しています︒ 表が招待され︑東川町の取り組み

造花を寄贈いただきました︒せん

のデザイナー・山本喜代志氏より

などを手掛ける㈱コスタブランカ

昨年 月

寄贈いただきました

コスタブランカ山 本 氏より造 花を

変ありがとうございました︒

役場にて伝達式が行われました︒
範となる山林を育てている方を表
彰することで︑林業技術の向上や
森林づくりに対する意識高揚と参
加促進を図るために行われていま
す︵同実行委員会主催︶︒貞治氏
は父・貞男氏の代から地域林業の
発展に寄与︒平成 年度上川総合
振興局森林づくりコンクールでも
最優秀賞を受賞するなど︑優良な
山林として評価されています︒

水野氏︑鶴岡氏を自治功労表彰

月 日︑役場議場にて自治功
労表彰を行いました︒水野忠昭氏
区︶は選挙管理委

︵西区︶は選挙管理委員長として︑
鶴岡正子氏︵

員として︑２００７︵平成 ︶年
より３期 年の長きに渡り︑公正

10

本部南地区隊︵旭川市春光町︶

◆問合せ

34

十分ご注意ください︒
│４７６４

東川剣道少年団から

剣道は心と身体を鍛えます︒運

団員募集のお知らせ

動が苦手でも大丈夫︒防具や剣道
着は貸し出しもできます︒体験や
見学も大歓迎！

半︑㈯午前８時半〜同 時半

稽古日 ㈫㈮午後６時半〜同８時

ゅあⅠ横︶

稽古場所 東川錬成館︵せんとぴ

１︑渡辺☎内線２２７

自衛隊旭川地方協力本部から

次の日程で募集します︒旭川

自衛官等を募集します

駐屯地にある志願票に記入し提
出してください︒

18

◆申込・問合せ
ＦＡＸ
ともありますが︑おおらかな気持
ちでお許しください︒

笹一︵南町１│２│４︶

２月２日㈰午前 時〜午後

▼ひとあじちがう料理店
日時
３時
場所
東川町ボランティアセン

伊藤︑遠藤︶

│７５０５︑ＦＡＸ │７

ター︵東川町社会福祉協議会内︶ 対象年齢 年長〜中学生

申込先
☎
３０１︵担当

東川町商工会から

１万円

33

同コンクールは全道で地域の模

▼自衛官候補生

18

17

22

＆ｔｏｍｏｋａから

東川を開催します

スノーボ ー ド キッズわくわく 杯

＆ｔｏｍｏ ｋａ は︑ソチオリン
ピック・パラレル大回転の銀メダ
リスト・竹内智香選手が︑選手育
成やスノーボード普及のために設
本大会は︑スノーボドでターン

立した会員制の団体です︒
ができれば誰でも参加ＯＫ︒大会
未経験でも楽しめる簡単なコース
会費 入会費千円︑年会費３千円

興発展に貢献しました︒
交 通 死 亡 事 故ゼロ日 記 録２０００

月 日︑町内の死亡交通

日突破︑知事感謝状

昨年
月

事故ゼロ日記録が２０００日を突
破しました︒これを受け︑

日に蝦名勝徳上川総合振興局保健
環境部長が来庁し︑市川副町長に

高木☎内線１１

問合せ 役場内

として付与されます︵例

た金額の１・５％がプレミアム分

今年３月末までは︑チャージし

できるようになりました︒

ード︶に︑電子マネーをチャージ

ＵＣ︵ひがしかわユニバーサルカ

町内１００店舗以上で使えるＨ

ージ機能がつきました

です︒北海道胆振東部地震被災児

東川町﹈

厚真町の元気なスノボキッズも参

１月

幼児〜中学生︑参加無料

加します︒﹇協力
対象
日㈰午前８時 分受

日時

︶

キャンモアスキービレッジ

付開始︑同９時開会式
場所
︵西５号北
申込先︵デジエントリー︶

︶年

知事感謝状を伝達︒蛯名部長は
﹁２千日は大きな記録︒これから
一層邁進してください﹂と記録更
新を祈念︒この時期︑お酒を飲む
機会が多いと思いますが︑﹁飲酒
運転をしない・させない・許さな
い﹂を合言葉に︑町民一丸となっ
て交通事故ゼロを目指しましょう︒
森と人を育てるコンクールで 優 秀

月２日︑山田貞治氏︵４

賞︑山田貞治さん

昨年

南区︶が﹁令和元年度森と人を育

21

10

40

https://dgent.jp/e.asp?no=1900865 チャージで１５０円分付与︶︒

大澤氏に道社会貢献賞

大澤聰︵さとし︶氏︵北町２︶
が令和元年度北海道社会貢献賞
︵自治功労者︶を受賞しました︒
月

長年地方自治の育成発展に貢献し
た方に贈られるもので︑昨年
日に札幌市で行われた表彰式に
て︑鈴木直道北海道知事＝写真左
大澤氏は２００３︵平成

＝より表彰状を手渡されました︒

︶年３月まで４期

３月に町議会議員に当選以来︑２
０１９︵同
︶年３月から４年

年にわたり町議会議員として活躍︒ も住民の方の交通安全意識啓発に
２０１５︵同
間は町議会副議長を務めました︒
その間︑産業建設常任委員長など
の役職を歴任し︑地方創生時代に
いち早く対応した行政改革を成し
遂げました︒また︑東川町が﹁写
真の町﹂︑さらには﹁写真文化首
都﹂として発展していく中で︑議
会内の調整役として注力︒議決機
関としての議会機能の充実強化と
安定運営に尽くし︑地方自治の振

16

18

70
23

19

30

10

11

童支援チャリティイベントとして︑ ＨＵＣ
︵フック︶
に電子マネーのチャ

28

てるコンクール﹂優秀賞を受賞し︑

▲鶴岡氏

11

82

34

24
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▲水野氏
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