普段の生活を守るために共にがん
ばりましょう﹂と決意を新たにし
ました︒旭川東警察署の寺岡昌司
交通官は﹁東川町は交通死亡事故
ゼロ日記録を更新しており︑みな
さんの日々の努力がみえる︒近年
は自動運転などの先進技術が発達
してきているが︑最後は人の力︒
一人一人が交通安全を考えてほし
い﹂と無事故を祈念しました︒
※﹁３密﹂の回避や︑手指の消毒など
の対策を行ったうえで行いました︒

そこで︑町民のみなさんや留学
生に少しでもソンクラーンの雰囲
気をあじわってもらうため︑４月
中旬〜下旬にせんとぴゅあⅠ・多
文化共生室でソンクラーン祭りの
小さな展示を行いました︒
華やかな展示や︑仏像の肩にコ
ップで水をかける儀式の体験を通
して︑少しでもみなさんの癒しに
なったのであれば幸いです︒

3月 日から４月 日に社会福
祉事業にご寄付をいただいた方は
次のとおりです︒

温かい善意ありがとうござ
います

社協だより

ソンクラーン祭りを﹁展示﹂

ソンクラーン祭りとは︑タイの
旧正月のお祭りのこと︒〝水かけ
祭り〟としても知られています︒
今年︑タイでは史上初めてソン
クラーン祭りが中止となりました︒
東川町でも毎年ＣＩＲ︵国際交流
員︶と留学生が中心となりソンク
ラーンのイベントを行ってきまし
たが︑今年は残念ながら中止に⁝︒
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ごあいさつ
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４月の人事異動で中富良野町立中富良

校長

このたびの異動で︑名寄市立智恵文小

﹃日本一の〝子育て・教育の町づくり〟﹄

策の推進﹂﹁国際教育の推進﹂を基盤に

川町の地域としてのパワーを感じられる

くる子どもたちの様子は元気で明るく東

スタートしています︒しかし︑登校して

のために︑平常とは違った形で新学期が

今年度はコロナウィルス感染拡大防止

を目指す東川町で勤務出来ますことに︑

東川町︒学校で子どもたちと接し︑地域

成﹂です︒職員が一丸となって﹁挑戦﹂

体的に考え︑共に学び挑戦する生徒の育

東川中学校の今年度の重点目標は﹁主

姿です︒

の方々の思いに触れる中で︑その重みを

をキーワードに﹁凡事徹底﹂を基本とし
て東川中学校スタンダードの向上に努め

るく元気な子どもたち︑そして熱意あふ

クワクしています︒微力ではありますが︑

教育に携わらせていただくことになりワ

明るい雰囲気で︑教育熱心な東川町で

ていきたいと考えています︒

れる教職員と共に︑本校の教育目標﹁夢

子どもたちのために一生懸命取り組んで

す︒

り一層のご支援をよろしくお願い致しま

いきます︒東川中学校の教育に対してよ
をお願い申し上げます︒

どうぞ今後も変わらぬご理解とご支援

づく未来づくり﹂の実現に向けて力を尽

18
くして参ります︒

で︑教育熱心な保護者・地域の皆様︑明

豊かな田園風景の中にあります︒この地

第三小学校は美しい旭岳を間近に望み︑

実感しております︒

化を大切に心豊かな暮らしを培ってきた

地域の自然を生かし︑先賢の伝統や文

大きな喜びを感じております︒

﹁ふるさと教育の推進﹂﹁学力向上対

野中学校より東川町立東川中学校に着任

弘

日 々の生 活で困っていること︑悩
みごとをお気軽にご相談ください︒
秘 密 は 守 られま す︒事 前にご連 絡
ください︒︵ ☎ ︱７ ５ ０ ５ ︑随 時
受付︶

実

︽ご香典の返礼にかえて︾

15

学校より東川町立東川第三小学校に着任

早 智 子
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橋
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いたしました︒

校長
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▲玉串を奉納する米田会長

報
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くらし

新入学時期を迎えた４月８日︑
東川町交通安全協会︵米田保会長︶
が東川神社で春の交通安全祈願祭
を行いました︒町内団体︑小中学
校長ら 人が出席し︑今年の交通
安全を祈願しました︵新型コロナ
対策のため人数を限定して実施︶︒
松岡市郎町長は﹁交通事故も新
型コロナウイルスも︑撲滅するに
は基本的なこと︵交通ルール︑手
洗い・うがい︶を守る必要がある︒

願書配布 上川保健所︵旭川市永
関わりができるか分かりません︒
ニュース
山６│ ︶︑東川町商工会
一人で悩まず︑警察や北海道暴力
受付期間 ５月 日㈪〜 日㈮
追放センターに早期に相談してく
商工会女性部から﹁新一年生に﹂と
問合せ・願書受付 北海道上川保
ださい︒緊急性がなければ︑匿名
寄付
健所 企画総務課 企画係
で通報可能な﹁匿名通報ダイヤル﹂
東川町商工会女性部︵石上久美
︵☎０１２０│９２４│８３９︶
☎０１６６│ │５９８８
子部長︶より︑小学校新１年生の
でも情報を受け付けています︒
入学のお祝いとして町教育委員会
問合せ 旭川東警察署︵☎ │０
に寄付をいただきました︒新１年
６月１日は電波の日
１１０︶︑北海道暴力追放セン
生の教材購入費などとして活用さ
６月１日の﹁電波の日﹂から
ター︵☎ │５９８２︶
せていただきます︒ありがとうご
日までを﹁電波利用環境保護周知
ざいました︒
啓発強化期間﹂として啓発活動を
行います︒電波に関する困りごと
指名手配犯の情報提供を！
や相談をお寄せください︒
４月現在︑全国の指名手配犯は
春の交通安全祈願祭
▼不法無線局からくらしを守ろう
約７００名にのぼります︒
不法電波は携帯電話やテレビ︑
警察では日夜捜査を続けていま
ラジオに障害を与えるだけでなく︑
すが︑早期検挙のためにはみなさ
警察︑消防︑救急︑防災︑交通な
んのご協力が必要です︒どんな些
ど︑人命に関わる重要な無線通信
細なことでも結構です︒警察への
を妨害し︑私たちの生活を脅かし
情報提供をお願いします︒
ます︒北海道総合通信局は電波の
問合せ 旭川東警察署
使われ方を監視し︑適正な電波環
☎ │０１１０
境の維持に努めています︒
▼あなたの無線機器は大丈夫？
調理師試験を行います
外国規格の無線機には︑重要な
通信を妨害する恐れがあるため国
内では使用できないものがありま
す︒購入の際には﹁技適マーク﹂
がついているか確認しましょう︒
問合せ 北海道総合通信局
☎０１１│７３７│００９９
令和２年度の試験を次のとおり
行います︒
試験日時 ８月 日㈫午後１時半
〜同４時
試験地 旭川市内︵受験票で通知︶
受験資格 ５月 日までに２年以
上調理の業務に従事した者︵従
事した施設やパート・アルバイ
トで従事した場合により勤務日
数等の規定あり︶
受験料 ６９００円

報

稿をいただくなど、あたたかな笑顔の輪が世界中に広がっています。
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国内はもちろん、海外からの笑顔のエールも多く寄せられていま
す。また、歌手の加藤登紀子さん、女優の江守沙矢さんからも投
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①Instagram（インスタグラム）公式アカウント
「@youthfest̲oﬃcial」
と
「#youthfestsmile」をフォロー
②世界を笑顔にする写真・動画を撮影
③「#youthfestsmile」のハッシュタグと
「@youthfest̲oﬃcial」をつけて投稿
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〜 Make the world smile project 〜

くらし

世界を笑顔でいっぱいに

Higashikawa 2020.05

Higashikawa 2020.05
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【参加（投稿）方法】
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