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お子さんと離れてのリフレッシ
ュ講座です︒今回は浜辺里美氏を
講師に迎え︑美容マッサージをテ
ーマに行います︒
日時 ７月２日㈭午前 時〜正午
場所 子育て支援センター

子育て講座﹁美容講座﹂

乳児が安心して遊べる場所をお
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
びながら︑お友だちを作りません
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
日時・内容 各日午前 時〜正午
▼６月 日㈭自由開放・タオル
遊び ▼６月 日㈭栄養士を囲
んで﹁離乳食について﹂〜初め
ての離乳食・初期食〜
場所 子育て支援センター プレ
イルーム
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００

０歳児開放日﹁よちよち﹂

子育て・教育

anshin@kamikawa19.hokkaido.jp

ない﹂など︑生活や仕事に関わる
ことをなんでもご相談ください︒
相談時間 午前９時〜午後６時
相談先 かみかわ生活あんしんセ
ンター︵旭川市豊岡１条２丁目
１
８８００︑℻
︶☎
００２１︑
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ひとり親やひとり親になる予定
の方を対象とした無料法律相談会
が開催されます︒希望者は直接お
申し込み下さい︒
日時 ７月 日㈬︑８月 日㈫︑
９月 日㈮︑ 月 日㈬︑来年
１月 日㈪︑３月 日㈭︑各日
午後１時半〜午後３時半
会場 旭川市ときわ市民ホール１
階︵旭川市５条通４丁目︶
定員 各日４名︵一人 分︶
参加費 無料︑託児あり︵要予約︶
問合せ 母子家庭等就業・自立支
援センター︵☎
７１８１︑
℻
１１１８︶

boshi@north.hokkai.net
生活・仕事相談会

現在︑相談会場の確保が困難な
ため︑電話やメールで相談を受け
付けしています︒︵無料︶
﹁生活に困っているので相談に
のってほしい﹂﹁相談先がわから

対象 子育て中の方
申込 ６月１日㈪から受付開始
︵定員 組程度︶
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００

募集
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条件 保育士資格および幼稚園教
諭免許の保有者
募集人員 若干名
勤務日 ㈪〜㈯のうち５日間
︵日・祝・年末年始は休み︶
勤務時間 午前７時半〜午後７時
の間で７時間半︵シフト制︶
待遇 ▼給与 月額 万２千円〜
︵前歴換算・毎年更新時昇給有︶
▼賞与 ６月・ 月︵各１月分︶
▼手当 通勤手当︑住宅手当
︵町内居住の世帯主の場合︶
申込方法 電話にて応募︒履歴書
提出後︑委細面談にて決定
申込締切 ６月 日㈪
申込先 東川町幼児センター
☎
３４００

幼児センター保育士︵会計年度任用職員︶
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東川町美しい風景づくり賞

今年も同賞の選考・審査を行い
ます︒﹁美しい東川の風景を守り
育てる条例﹂に基づいた︑景観整
備に力を入れている町内の住宅︑
店舗など︵庭︑建物設計︑木彫看
板など︶を推薦してください︒自

薦他薦は問いません︒
審査委員が現地調査を行い︑３
カ所程度を選定します︒受賞者に
は表彰状︑１万円相当の賞品︑受
賞記念プレートを贈呈します︒
問合せ 税務定住課 住民室
☎役場 内線１１２

その他
改善センターの研修室１・２使用中止に
ついて

農村環境改善センター︵公民館︶
の研修室１・２は︑文化ギャラリ
ー模様替え・増築工事に伴う物品
の一時保管場所となるため︑使用
できません︒ご不便をおかけしま
すが︑ご了承ください︒
期間 来年３月 日㈬まで
問合せ 生涯学習推進課
☎役場 内線５８６

12
今年度の写真の町事業について

次の通り変更します︒詳しくは
広報折込チラシをご覧ください︒
▼東川賞授賞式等 来年３月末〜
４月に延期 ▼フォトフェスタ
メイン会期を中止 ▼写真甲子園
①初戦応募締切再延期 ７月
日㈮まで ②ブロック審査会 Ｗ
ＥＢ配信 ③本戦 東川町への招
へいはせず︑本戦出場校 校を表
彰︒９月中旬〜 月上旬に延期
問合せ 写真の町課︵☎内５９２︶

▼クローバーシステム㈱︵旭川市︑
ざいます︒
粟田和成代表取締役︶ マスク
▼北京兆泰䑑股份有限公司様︵中
３０００枚︵５月 日︶
国北京︑穆麒茹︵ムー・チール︶
会長︶ １０００枚︵４月６日︶
▼陳怡︵チン・イ︶様︵中国上海
在住︑町立日本語学校卒業生︶
日本語学校に８５７枚︵４月
６日︶
▼楊静︵ヨウ・セイ︶様︵中国上
海︑町立日本語学校卒業生︶
日本語学校に５００枚︵４月
日︶
▼㈱旭ダンケ様︵旭川市︑山下裕
久社長︶ ２５０枚︵４月 日︶
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することで手助けや理解を求める
申請期限
月 日㈮
ためのものです︒内側や裏面に氏
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
名やかかりつけ医︑緊急連絡先︑
☎役場 内線５０２
配慮してほしいことなどを記入す
ることができます︒
ご存知ですか？ヘルプマークとヘル
配布対象者 周囲の助けが必要な
プカード
時にカードを活用したい方
ヘルプマークやヘルプカードは︑
問合せ 保健福祉課 社会福祉室
困っている人をみんなで助け合う
社会をつくるための目印です︒
☎役場 内線５０２
身に着けた人を見かけた場合は︑
電車やバスなどの公共交通機関で
ひとり親対象の無料法律相談会
席を譲る︑困っていたら声をかけ
るなど︑思いやりのある行動をお
願いします︒

配布場所 保健福祉課︑社会福祉
協議会︑共生サロンここりん
▼ヘルプマーク
外見からは分からなくても援助
や配慮を必要とする方が︑周囲の
方にその意思表示をすることで︑
援助や配慮を得やすくなるよう作
成されたマークです︒
配布対象者 義足や人工関節を使
用している方︑身体・精神・知
的・発達・内部障がいの方︑難
病の方︑妊娠初期の方など
▼ヘルプカード
障がいや疾病のある方などが︑
災害や緊急時はもとより︑日常生
活の中で困った時に︑周囲に提示

町内団体から

暖かいご支援
ありがとうございます
世界中で新型コロナウイルス感
染症がまん延する中︑東川町とつ
ながりのある多くのみなさまから
マスクを寄贈いただきました︒
各小中学校や幼児センター︑福
祉の現場などで活用させていただ
いております︒大変ありがとうご
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▼海潤︵ハイルン︶㈱様︵中国北
京︑劉燕銘 代表取締役社長︶
４０００枚︵４月 日︶
▼何蓮︵カ・レン︶様︵中国大連︑
町立日本語学校卒業生︶ 日本
語学校に１３６枚︵４月 日︶
▼張玲︵チョウ・レイ︶様︑張萍
︵チョウ・ヘイ︶様︵中国武漢︑
町立日本語学校卒業生︶ 日本
語学校に４５０枚︵５月７日︶
▼匿名希望 ４０００枚︵５月
日︶

社協だより
温かい善意ありがとうござ
います
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︽ご香典の返礼にかえて︾
北町３

﹁くらしの相談﹂

稲

︻今月の相談員︼

井

孝

子

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
７ ５ ０ ５ ︑随 時
ください︒︵ ☎
受付︶

様
様

4月 日から５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︒

▲海潤（ハイルン）㈱様

東川ＰＲ動画︑配信開始

自宅にいながら観光気分を味わ
うことができるオリジナルの動画
を制作・配信しています︒町民の
みなさまはもちろん︑外出自粛な
どで東川町に来ることができない
町外のみなさんにも楽しんでいた
だけると幸いです︒
視聴方法 ▼観光協会 ︑公式
チャンネル いつでも
YouTube
視聴可能 ▼観光協会
２週
間ごとにテーマを変えて配信
問合せ ひがしかわ観光協会
☎
３７６１
ひがしかわ薬局 レジ袋の無料配布

・ 日㈮のいずれか１日
町外団体から
試験会場 受付時に通知
▼一般曹候補生
税務職員の募集
応募資格 日本国籍を有し︑来年
国税局や税務署において︑税の
４月１日現在で 歳以上 歳未
スペシャリストとして活躍する税
満の男女
務職員を募集します︒
受付期間 ７月１日㈬〜９月 日
受験資格 高卒見込みまたは高卒
㈭
後３年を経過していない者
一次試験日 ９月 日㈮〜 日㈰
試験日 ▼一次試験 ９月６日㈰
のいずれか１日
▼二次試験
月 日㈬〜 日
試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地
㈮のうち指定する日
︵旭川市春光町︶
申込方法 ▼インターネット受
▼航空学生
付 ６月 日㈪〜７月１日㈬
応募資格 来年４月１日現在で
http://www.jinji-shiken.go.jp/
歳以上 歳未満︵空︶または
juken.html ▼人事院北海道事
歳未満︵海︶の男女︵高卒・見
務局︵札幌市中央区大通西 丁
込み含む︶
目☎０１１ ２４１ １２４８︶
受付期間 ７月１日㈬〜９月 日
に問合せ
㈭
問合せ 札幌国税局︵☎０１１
一次試験日 ９月 日㈫㊗
２３１ ５０１１ 内線２３１
◆問合せ 自衛隊旭川地方協力本
５︶または旭川東税務署︵☎
部南地区隊︵旭川市春光町︶☎
６２９１︶
０１００
自衛官等の募集

次の日程で募集します︒旭川駐
屯地にある志願票に記入し提出し
てください︒
▼自衛官候補生
応募資格 日本国籍を有し︑来年
３月１日現在で 歳以上 歳未
満の男女
受付期間 試験日により異なる
試験日 ７月 日㈰・ 日㈪︑８
月 日㈰・ 日㈪︑９月 日㈭
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を終了します

環境保全推進のため︑７月１日
㈬からレジ袋の無料配布を終了し
ます︒ご来局の際は︑マイバッグ
をご持参ください︒なお︑ご希望
の方には有料で販売を行います︒
▼レジ袋︵大︶ ５円︵税込︶
▼手提げ紙袋
円︵税込︶
問合せ ひがしかわ薬局
☎
０００１
※７月１日から︑全ての小売業者
にプラスチック製買い物袋を有
料で提供することが義務付けら
れます︒﹇容器包装リサイクル
法﹈
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