報
Information of Living
載︑町教委事務局で配布︶︑在
学証明書︵大学︶︑成績証明書
︵高校又は大学︶︑口座振込申
出書を提出
問合せ・申請 学校教育課
☎役場 内線５８２

募集
会計年度任用職員︵除雪業務︶

東川町の古い地図を探しています

︵新︶︑中西 信幸︵再２︶︑行
天 英雄︵再２︶︑松倉 龍秀︵再
３︶︑篠原 猛志︵再２︶︑青木
哲 也 ︵ 再 ４︶ ︑ 河 治 均 ︵ 再 ２ ︶ ︑
浅沼 浩一︵再３︶
問合せ 農業委員会事務局
☎役場 内線１４１
町有地を売買しました

ラトビアの歌謡曲が原曲の﹁百
万本のバラ﹂を縁とした交流や︑
東川ソング﹃ここは地球のどまん
中﹄を提供いただくなど︑東川と
なじみ深いシンガーソングライタ
ー・加藤登紀子氏の歌手生活 周
年記念コンサートを行います︒ゲ
ストにマルチタレント・中川翔子
氏を迎え︑ドートレトミシーと東
川中学校吹奏楽部も交えた夢のコ
ラボレーション‼
日時 ９月 日㈰午後１時開場︑
同２時開演
場所 開拓記念羽衣公園 野外ス
テ ー ジ ︵ 東 町 １丁 目 ︶
チケット 無料︵定員１０００名︑
要整理券︑自由席︶
整理券配布 ▼東川町民 ９月
１日㈫〜 せんとぴゅあⅡシ
ョップ窓口で配布︵お一人様
５枚まで︑先着順︶ ▼町外の
方 ９月１日㈫〜９日㈬
Pass
にてＷＥＢ受付︵配布数
Market
を超える場合は抽選︶
その他 ▼来場時には﹁北海道コ
ロナ通知システム﹂に登録して
ください︒▼座席はブロックに
区分けし︑受付時に案内します︒
▼敷物をご持参ください︒
問合せ 東川スタイル課
☎役場 内線７０１

加藤登紀子
55th Anniversary
CONCERT 2020

新米キャンペーン申込受付中！

イベント
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の情
支給時期
月末日予定
支給金額 ▼短期大学生︑高等専
門学校生
万円▼大学生
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
その他 大学進学奨学助成金と重
複申請可
問合せ・申請 学校教育課
☎役場 内線５８２
せんとぴゅあⅡほんの森では︑
東川町に関わる郷土資料を収集し
ています︒郷土資料は時間の経過
とともに入手が困難となりがちで
すが︑貴重な資料を後世に伝えて
いくためにも︑収集にご協力をお
願いいたします︒中でも昭和以前
の東川町の地図を探しております
ので︑ご家庭に眠っている地図が
ございましたら︑寄贈をお願いい
たします︒なお︑いただいた資料
の取り扱いは︑ほんの森へ一任し
ていただきます︒
問合せ 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７３２
▼取得土地
東町１丁目５７２番 ︵雑種地
４８８ ㎡︶ ４０５万３千１８
８円
▼売り払い土地
①西町１丁目４０３番 ︵宅地
・ ㎡︶ １１１万１千円
②西町１丁目４０３番８︵宅地
４２５・ ㎡︶ ８７０万円
問合せ 企画総務課 総務室
☎役場 内線２２１

その他
新しい農業委員が決まりました

新米をいち早く購入できる﹁新
米キャンペーン﹂の申し込みを受
付中です︒お得な特典もりだくさ
ん︒この機会に〝東川米〟を味わ
ってみませんか︒
店頭引換をご希望の場合はイン
ターネットまたはチラシの申込書︑
配送をご希望の場合はインターネ
ットまたは東川ミーツでお申し込
みいただけます︒

38

19

︿新型コロナ﹀ 大学生等就学環境維
持奨学金の希望者を募集

14
３年間の任期満了に伴い︑東川
町農業委員会委員︵定数 ︶の改
選を行いました︒地域推薦８人︑
農業団体等推薦３人︑募集枠１人
の推薦・応募と町議会の同意を経
て決定しました︒新委員の任期は
今年７月 日から２０２３︵令和
５︶年７月 日までの３年間です︒
新委員は次の通り︵敬称略︑会
長︑職務代理のほかは議席順︶︒
▼会長 津谷 俊弘︵再５︶
▼職務代理 梶畑 直敏︵再３︶
▼委員 馬場 伸二︵再２︶︑山
田 貞治︵再３︶︑吉田 久美子

57

くらし
支給金額 ▼︹１年次︺国内大学
等 万円︑海外大学等
万円
▼︹２年次以降︺自宅外通学
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
載︑町教委事務局で配布︶︑在
学証明書︵大学︶︑成績証明書
︵高校又は大学︶︑口座振込申
出書︵２年次以降の学生︶を提
出
その他 小西健二奨学金と重複申
請可
問合せ・申請 学校教育課
☎役場 内線５８２
次のとおり募集します︒
登録要件 東川町民で︑大型１種
免許および大型特殊１種免許を
有し︑車両系建設機械運転技能
講習を修了している方
募集人数 １名
採用期間 今年 月１日〜来年３
月 日
勤務時間 １日あたり７時間半
︵早出除雪作業あり︶
待遇 日額９千円︑有給休暇７日
間︑社会保険・厚生年金加入
勤務を要さない日 土日祝日︑年
末年始︑国民の祝日に関する法
律で規定する休日︵ただし降雪
時は出勤となります︶
提出書類 履歴書︵要顔写真︶︑
運転免許証両面と車両系建設機
械運転技能講習修了証の写し
募集期間
月 日㈮まで
申込先 都市建設課 公共施設管
理 室 ︵ ☎ 役 場 内 線 ２ ４ ４︶

今年度２回目の大雪山フォーラ
ム﹁上川アイヌと大雪山﹂を開催

25

小西健二奨学金の奨学生を募集

将来の社会を担う学生が︑新型
コロナウイルス感染症に影響され
ることなく︑安心して学び続ける
ことのできる環境を維持するため︑
本年度に限り大学生等に対して奨
学金を交付します︒
対象者 次の条件を全て満たす者
①今年４月に国内の４年制大学
・短期大学︵通信教育課程を除
く︶︑専門学校︑海外の大学に
進学した学生︑または４・５年
次の高等専門学校の学生
②学生に東川町居住歴があり︑
かつ保護者が１年以上在住
③税等の滞納がない
申請期限 ９月末日
支給時期
月末日予定
支給金額
万円 ※返済不要
申請方法 申請書︵町教委 に掲

内線１３７

12

13

20

20

☎役場
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定員
名︵申込先着順︶
します︒
会場 小西健二音楽堂
日時・内容・会場 ９月 日㈰
▼こども歌ひろば 月の歌映像
▼カムイノミ﹁神に祈る﹂
内容 親子向けのうたをご自宅で
午後 時半〜同１時
一緒に歌いましょう♪
旭岳青少年野営場にて
日時 ９月 日㈫午前 時〜ＷＥ
▼上川アイヌと日本遺産
Ｂ公開
午後１時半〜同２時 分
◆予約・問合せ 東川スタイル課
旭岳ビジターセンターにて
︵☎役場 内線７０６︶︑ドー
▼アイヌ語地名説明会
午後２時半〜同３時 分
トレトミシー 予約フォーム
旭岳ビジターセンターにて
https://dotoretomisi.themedia.jp/
▼アイヌ文化とともに〜アイヌ文
化記録映像に携わって〜
mt art project
午後３時半〜同４時半
＝マスキングテープを使った
旭岳ビジターセンターにて
アートを制作しているアーティス
名︵申込先着順︶
トが世界中で多く活動しています︒ 定員
申込先 旭岳ビジターセンター
ファインアート︑インスタレーシ
☎
ョン︑ストリートアート︑イラス
２１５３
トレーションやタイポグラフィー
まで︑その表現の範囲は年々広が
ぴゅあシネマ
っています︒そんな活動をされて
所蔵している作品のうち︑町に
いる方々の作品を国内外から集め︑ 上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ
テープアートの世界を知っていた
ネマ﹂として上映します︒
だくことを目的とした展覧会を開
上映作品 ティファニーで朝食を
催します︒ という素材から生ま
日時 ９月 日㈮午後６時〜同８
れる︑多様な表現をご覧ください︒
時︵開場５時半︶
期間 ９月３日㈭〜 日㈯
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
場所 せんとぴゅあⅠ
鑑賞料 無料︵要事前申込︶
問合せ 文化交流課 文化推進室
定員
名︵先着順︶
その他 座席は距離を空けて配置
☎役場 内線７３２
します︒来館時のマスク着用︑
手指の消毒にご協力ください︒
第２回大雪山フォーラム
申込・問合せ 文化交流課 文化
推進室︵☎役場 内線７３８︶
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音楽でつながろう♬

30

12

▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら

町地域おこし協力隊のアコース
ティックユニット・ドートレトミ
シーといっしょに︑音楽で元気に
なりましょう！
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向学心にあふれ︑品行方正で学
業優秀であり︑経済的に恵まれな
い環境にある学生を対象にした町
独自の奨学金制度です︒
故小西健二氏︵平成 年逝去︶
の遺志により︑遺贈を受けた３千
万円を原資に︑町予算を加えて運
用しています︒
対象者 ①国公立の短期大学︑高
等専門学校︑大学に入学︵また
は在学中︶の学生で経済的に厳
しい家庭環境にあると認められ
る者︵東川町就学援助費該当世
帯に準ずる︶ ②保護者が１年
以上東川町に在住 ③税等の滞
納がない
申請期限 ９月末日

27

10

29

mt
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▼うたごえ喫茶オンライン
内容 毎月変わる﹁うた﹂をご自
宅で一緒に歌いましょう︒
日時 ９月２日㈬・９日㈬・ 日
㈬にＷＥＢ配信
各日午後２時〜同３時
▼うたごえ喫茶スペシャル
内容 広い会場で３密を避け︑い
っしょに歌いましょう！
日時 ９月 日㈬午後１時半〜同
２時半
入場料 無料︵要予約︶
定員
名︵先着順︶
会場 農村環境改善センター︵公
民館︶ 多目的ホール
▼定期コンサートＶｏ ｌ・
内容 ゲストに奥田さやか氏︵歌
とギター︶を迎えての本格コン
サート︒︵ＷＥＢでも同時配信︶
日時 ９月 日㈫㊗午後７時〜
入場料 ２０００円︵ドリンク︑
お菓子付き︶

くらし
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取扱商品 ①ゆめぴりか︵無洗米︶
５㎏ ２５００円︑②ななつぼ
し︵無洗米︶５㎏ ２０００円︑
③東川米詰め合わせギフトセッ
ト︵無洗米のゆめぴりか４２０
ｇ ×２個︑ななつぼし４２０ｇ
×２個︑大雪旭岳源水５００㎖
×４本のセット︶ ２５００円︑
④東川米とあわせる贅沢うなぎ
グルメギフトセット︵無洗米の
ゆめぴりか︑ななつぼし︑きた
くりん４２０ｇ 各１個︑大雪旭
岳源水５００㎖×３本︑大崎鰻
の蒲焼 ｇ ×６個︑大崎鰻まぜ
ご飯の素 ｇ ×６個等︶ ６０
００円︑いずれも税込み︒※④
は配送限定
特典 ▼店頭引換 １袋につき大
雪旭岳源水２ℓ３本︵ギフトセ
ットは除く︶︑１件につき田園
そば１袋︑ ㎏ごとに抽選１口
︵景品は東川米１００㎏など︶
▼配送引換 合計５袋またはギ
フトセット５つまで特別送料５
００円︑大雪旭岳源水２ℓ
受付期間 ９月 日㈰まで
引渡期間 ９月 日㈮〜 日㈰
引換場所 ホクレンショップ︑道
草館︑キトウシ森林公園
配送期間
月上旬〜 月中旬
特別企画 ９月 日㈯に道草館に
て﹁ひがしかわボール﹂︵おに
ぎり︶販売会等を行います︒
問合せ 産業振興課 農業振興室
10
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