く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
│５１００

子育て支援センターから
☎

乳児が安心して遊べる場所をお

０歳児開放日﹁よちよち﹂

による
欠確認︶を送ります︒２０１９
︵同元︶年度は 人が在籍し︑希

程を除く︶︑海外の大学に進学
した学生︑または４年次に進学

保護者が１年以上東川町に在住

制大学等に編入学する学生 ②

する高等専門学校の学生︑４年

課外活動として卓球サークル

望に合う講座を選択しました︒
︵毎週㈭︶があります︒休憩時の

適用あり

健康保険 社会保険︑雇用保険の

たはホームヘルパー２級以上の

提出書類 履歴書︑介護福祉士ま

４月末日︵第１次︶

育委員会から案内します︒
申請期限
▼︹１年次︺国内大

５月末日予定

歳以上の町民
支給時期

改善センターなど

場所
支給金額
万円︑海外大学等

館料などが必要な場合あり︶
学等
万円▼︹２年次以降︺自宅外通

４月６日㈪
学 ４万円／月︑自宅通学 １
万円／月 ※いずれも返済不要
申請方法 申請書︵町教委 に掲

にあふれ︑学術優秀であると認め

支援するため︑品行方正で向学心
︵高校︶を提出

学証明書︵大学︶︑成績証明書

載︑町教委事務局で配布︶︑在

複合金メダリストの阿部氏に講演
られる学生に対して交付する東川

未来を担う優れた人材を育成・

募集します

大学進学奨学金の第１次希望者を

申込先 生涯学習推進課︵鍛治川︶

申込締切

受講料 年額１千円︵教材費や入

対象

▼２年次以降 対象者には教

③税等の滞納がない

生涯学習推進課☎内線 ５８８

﹁挫折から夢に向かって努力す

行います

る大切さ﹂をテーマに︑リレハン

いただきます︒少年団活動︑部活
町独自の奨学助成制度です︒

請可

その他 小西健二奨学金と重複申

動に励む児童生徒・保護者︑指導
問合せ・申請 学校教育課
小西健二奨学金の奨学生を募集し

が増えました︒また︑過去に１年
業優秀であり︑経済的に恵まれな

向学心にあふれ︑品行方正で学

ます

次目の奨学金の交付を受けた学生

本年度から対象となる学校種別

資としています︒

社長︶の企業版ふるさと納税を原

㈱ホクリク︵東京都︑野口研二

者の方におすすめします︒

メルオリンピック・ノルディック

の方を誘って一緒に学びませんか︒

雑談も楽しみの一つ︒友人や近所

面接日は後日連絡

資格証の写し
その他

学校教育課☎内線 ５８１

教育委員会事務局から

▼３月６日㈮自由開放︑タオル

│２１０１

金メダリスト・阿部雅司氏講演会を

遊び ▼３月 日㈮子育てにつ
いてお話しましょう︵茶話会︶︑
絵本の読み聞かせ
子育て支援センター プレ

イルーム

場所
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶

☎

町立診療所から

看護補助者を募集します

せんとぴゅあⅡ多目的室

日時 ３月 日㈯午前 時〜正午

だけ手伝ってほしい企業や個人﹂
問合せ

場所
商工観光振興室

アイゼン・ピッケルで滑落事故を防

シュー︵レンタル５００円︶
▼旭岳サイドカントリーネイチャ
ーウォッチ

鳥羽晃一氏から︑アイゼンやピッ

地元の経験豊富な山岳ガイド・

建物から距離にしてほんの１００

見えても案外踏み込まない︑道や

りロープウェイや車からチラリと

旭岳の麓では︑スキーで滑った

ケルなどの滑落を防ぐ道具の使い

自然が味わえます︒多くの人が見

ｍ もないところから︑ディープな

ごう︵講習会︶

方︑安全な歩き方︑転んだ時のと

日時 ３月 日㈮㊗︑ 日㈰両日

がら詳しく解説します︒

然﹂を︑のんびりユックリ歩きな

逃している﹁知られざる旭岳の自

っさの対処などを学びます︒
後１時 分

日時 ３月７日㈯午前９時半〜午
旭岳ビジターセンター
３５００円︵定員８名︶

場所
参加費

３月５日㈭午後５時

旭岳ビジターセンター

午前９時半〜午後１時ごろ
集合
参加費

申込期限

▼三等三角点・愛石峯を訪ねるス

70

３５００円︵定員６名︶
◆前日午後５時までに要申込

ガイドツアーのご案内

雪の上を歩くには初心者でも簡単

前で見られるのは積雪期だけです︒

る活火山︒大地からの息吹を目の

孔から高く水蒸気を噴き上げてい

ちょっとしたバックカントリー気

備されたコースを一歩踏み出し︑

峯︵アイシポップ︶を目標に︑整

が原湿原近くにある三角点・愛石

時期︒旭岳スキーコース脇の天女

き締まって歩きやすくなってくる

少しずつ春らしくなり︑雪が引

ノーシューハイキング

時︑１５００円︑当日申込可

なスノーシューが最適！大自然の

旭岳は現在も数カ所にある噴気

▼旭岳・噴気孔へ行こう！

▼レンタル︵ヒップそり︑雪玉メ

息吹を間近に感じに︑ビジターセ
ンター勤務の有資格者ガイドがご

分を味わいます︒初心者でも安心

ガイド
︶
BEAR

佐久間弘氏︵山樂舎

旭岳ビジターセンンター

日時 ３月 日㈯午前９時〜正午
集合

参加料 大人２０００円︑小学生

14
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症のシンボルカラーであるブルー
︵あお︶をモチーフとした作品展
や︑発達障がい理解のためのリー
フレット配布︑研修会などを行い
ます︒青いスイーツや飲み物の販
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒

びながら︑お友だちを作りません
日時・内容 各日午前 時〜正午

売も行います︒
〜８日㈬午前９時〜午後５時

日時 ▼私のあお展 ４月２日㈭
▼ここりん研修会︵要申込︶
４月７日㈫①午前 時〜正午︑
②午後６時〜同８時
ここりん☎ │２６６６

会場・申込・問合せ 共生サロン

女性に対する暴力の相談窓口があ

女性の約１割が配偶者からの暴

ります

各機関で女性に対する様々な暴

力に悩み︑苦しんでいます︒
力に関する相談を受け付けていま
す︒早めの相談が問題解決への第
次のとおり︑看護補助者︵会計
年度任用職員︶を１名募集します︒ 場所

1歩︒配偶者からの暴力︵言葉の

生涯学習推進課

無料・要予約

申込・問合せ

参加料

暴力も含む︶︑職場でのセクシャ
採用決定後から

日㈫

募集締切

３月

ルハラスメント︑ストーカー被害

しらかば学級の受講生を募集しま

の遺志により︑遺贈を受けた３千

い環境にある学生を対象にした町

ることが可能となります︒

万円を原資に︑町予算を加えて運

独自の奨学金制度です︒

対象者 ▼１年次 次の条件を全
用しています︒

４年次目まで一定の奨学金を受け

度の東川町しらかば学級を開講し
て満たす者 ①今年４月に国内

で２年次以降も在学している場合︑

ます︒健康づくり︑一般教養︑趣
の大学︵４年制︶︑短期大学︑

４月から２０２０︵令和２︶年

味芸術︑社会見学など︑年間 回

す

時半︵週休２日制︶︑交代勤務

勤務時間 基本午前９時〜午後５

の講座を予定しています︒受講生

ルパー２級以上の有資格者

資格 介護福祉士またはホームヘ

助業務︵夜間業務あり︶

勤務内容 入院患者の介護看護補

など各種相談窓口がありますので︑ 任用期間
一人で悩まずに相談を︒
問合せ 相談窓口のご案内☎０５
７０│０│５５２１０または保
健福祉課

制︑月６回程度夜間業務あり

対象者 ①国公立の短期大学︑高

と﹁ちょっとだけ働きたい人﹂を

故小西健二氏︵平成 年逝去︶

報酬 東川町会計年度任用職員の
町内の専門学校等︵通信教育課

︵会費１０００円︶⁝起業家プ

▼同３時〜地域クラウド交流会

▼同５時〜アフター交流会︵会

レゼン︑交流︑応援投票など

つなぐ事業です︒仕事をどのよう

せんとぴゅあⅠ講堂

費別︶⁝自由参加の交流会

４月末日︵第１次︶

場に雪遊びを満喫できる広場がで

け 午後１時半〜同３時

◆通常企画

顔の見えるビジネスマッチング

ーカー︑スノーシュー︑歩くス

＆撮影︵予約不要︑無料︶

の機会と︑東川町で起業する方を

キー等︶ 各１日５００円

案内します︒

▼自然観察会 午後１時半〜同３

クラウドシステムで応援する交流

◆特別企画

なゆっくりとしたペースです︒ス
時間 各日午前 時〜正午︵天候

旭岳ロープウェイ前

を感じながら歩いてみませんか？

ノーシューを履いて︑早春の息吹
時 分集合︑同９時〜正午

日時 ３月 日㈰・ 日㈰午前８

業を目指す方︑起業家を応援した

地域クラウド交流会を開催します

㈰周辺自然環境調査会②

には毎月学級通信と講座案内︵出

しごとコンビニ☎

しごとコンビニの説明会を行います

起業家から社会貢献へ﹂

給与及び費用弁償に関する条例

商工観光振興室☎内線１３３

産業振興課から

は在学中︶の学生で経済的に厳
│８７３７

しい家庭環境にあると認められ
帯に準ずる︶ ②保護者が１年
しごとコンビニは︑﹁ちょっと

る者︵東川町就学援助費該当世
以上東川町に在住 ③税等の滞

５月末日予定
│２１５３

日時 ３月３日㈫▼町民向け 午

きました︒良質なパウダースノー

ビジターセンター前の公共駐車

雪遊び広場登場！

☎

旭岳ビジターセンターから

申請期限

納がない

HP

会型のイベントです︒起業家︑起

文化交流館︑東町１丁目 │２︶ ▼雪の結晶観察会 顕微鏡で観察

場所 東川町しごとコンビニ︵旧

で気軽に遊べるスペースです︒

前 時〜同 時半 ▼事業所向

ュール︑登録方法について

事を受ける流れ︑今後のスケジ

内容 しごとコンビニの概要︑仕

か具体的な説明を行います︒

支給時期
万円▼大学生

に依頼したり︑働いたりできるの

門学校生

支給金額 ▼短期大学生︑高等専
万円 ※いずれも返済不要
申請方法 申請書︵町教委 に掲
載︑町教委事務局で配布︶を対
象学生の入学年度︵高等専門学
校生は４年進級年度︶に提出

学校教育課

その他 大学進学奨学金と重複申
請可
問合せ・申請
教 育 委 員 会 業 務の点 検 ︑評 価 報 告

昨年度実施の教育委員会業務の

書を公開します

事業に関する点検︑評価報告書を

21

29

い方︑地域を活性化させたい方な

等で変更や中止の場合あり︶

集合

各回６人

参加費 大人２０００円︑小学生

定員
各回８名

定員

持ち物 防寒具︑飲み物︑スノー

イ往復代別途２２００円︶

参加料 ５０００円︵ロープウェ

以下１０００円︑幼児無料

22

改善センターと町教委 で公開し

94

▼１日㈰巨木をめざしてスノーシ
験▼ 日㈰・ 日㈰雪遊び▼ 日

︵企業コンサル業︑教育活動家︶ ュー体験▼８日㈰スノーシュー体

会︵参加無料︶⁝小楠あゆみ氏

15

ます︒﹁地方教育行政の組織及び

日時 ３月 日㈯午後１時半開場

︵事前申込不要︶

委が事務の管理や執行状況を点検︑ ど︑どなたでもご参加ください︒
３月末日まで

評価し公表するものです︒
期間

50

10

による講演﹁シングルマザーの

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

28

10

等専門学校︑大学に入学︵また

17

内容 ▼午後２時〜クラウド勉強

21

45

運営に関する法律﹂により︑全教

15

15

73

12

22

20

10

13

11

HP

28

29

2020 March

15 Higashikawa

10

20

97

15

10

HP

60

82

82

82

10

