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申込 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７３２

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こと
募集人員 １名
任用期間 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

﹁できる︒ナビ﹂説明・意見交換会

その他
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９月に全戸配布した﹁ひがしか
わくらしの便利帳﹂︵２０２０年
版︶に誤りがありました︒お詫び
して訂正いたします︒
▼ ページ﹁定期予防接種﹂中
誤 火・水・土 13:00-16:00
正 火・木・金 13:00-16:30
▼ ページ﹁林塗装﹂様の広告中
誤 ０９０ ８２４８ ４１０９
正 ０９０ ８４２８ ４１０９
問合せ ㈱サイネックス︵☎０１
１ ７３７ ７１６７︶︑企画
総務課︵役場 ☎内線２２４︶

詫び

ひがしかわくらしの便 利 帳の訂 正とお
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くらし
日時・内容 各日午前 時〜正午
▼ 月１日㈭ 妊娠・授乳から
はじまる食育のおはなし会
▼ 月５日㈭ 骨盤ケア＆マタ
ニティヨガ
対象 東川町在住の妊婦︑おおむ
ね産後１年以内の方︵お子さん
も一緒に参加できます︶
講師 野口智子氏︵のぐち母乳育
児相談室 助産師︶
場所 保健福祉センター 集団検
診室
定員
名︵要申込︶
申込 保健福祉課 保健指導室
☎役場 内線５０６
子育て講演会
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律で規定する休日︵ただし降雪
０歳児開放日﹁よちよち﹂
募集
時は出勤となります︶
乳児が安心して遊べる場所をお
提出書類 履歴書︵要顔写真︶︑
探しのみなさん︒親子で楽しく遊 ﹇通年受付﹈東川町役場定数外職員の登
運転免許証両面と車両系建設機
びながら︑お友だちを作りません
録
械運転技能講習修了証の写し
役場では︑会計年度任用職員の
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
申込締切
月 日㈮
登録を通年受付しています︒
日時・内容 各日午前 時〜正午
申込 都市建設課 公共施設管理
役場に履歴書を提出した日から
▼ 月８日㈭ 自由開放︑運動
１年間が登録期間となります︒新
遊び︑絵本読み聞かせ ▼ 月
室 ︵ ☎ 役 場 内 線 ２ ４ ４︶
たに定数外職員を採用することと
日㈭ 乳幼児の病気について
︵講師 幼児センター看護師︶ なった場合︑原則として登録者か
会 計 年 度 任 用 職 員︵ 保 健 福 祉 課 事 務 補
ら選考します︒ご希望の方は企画
場所 子育て支援センター プレ
助員︶
総務課総務室まで履歴書を提出し
社会福祉関係事務補助や地域の
イルーム
助け合い活動補助を行う事務補助
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶ てください︒
履歴書の様式は企画総務課にあ
員を募集します︒
問合せ 子育て支援センター
るほか︑任意様式でも構いません︒ 条件 パソコン︵ワード︑エクセ
☎
５１００
郵送でも受け付けています︒
ル︶を使え︑普通自動車運転免
問合せ 企画総務課 総務室
許を有すること
親子遊びの体験教室
募集人員 １名︵経験者歓迎︶
☎役場 内線２２３
勤務日 ㈪〜㈮︵基本㈯㈰㊗㊡年
末年始は休み︒夜間・休日勤務
会計年度任用職員︵除雪業務︶
の場合あり︶
勤務時間 午前８時半〜午後５時
待遇 ▼給与 月額 万１４０
０円 ▼賞与︑有給休暇︑通勤
手当︑住宅手当︵規定による︶
申込方法 電話にて応募︒履歴書
提出後︑委細面談にて決定
その他 福祉関係資格保有者は資
格証明書の写しも提出のこと︒
申込締切
月 日㈬
申込 保健福祉課
☎役場 内線５０１

楽しく子育てするために︑みな
親子で一緒に楽しみながら︑い
さんで考えてみませんか︒今回は
ろいろな遊びを体験しませんか？
﹁絵本で育つ 心とことば﹂と題
▼小麦粉粘土で遊ぼう
した︑親子で絵本に触れ合い︑豊
小麦粉粘土を作って遊びます︒
かな心を育む講演会です︒
日時
月 日㈭午前 時〜同
親子で一緒に参加できます︒
時半
講師 土井美千代氏︵こども冨貴
対象 １〜２歳児と保護者
堂︶
▼１歳手作り玩具作り
日時
月７日㈬午前 時〜同
センサリーボトルを作ります︒
時半
日時
月５日㈭午前 時〜同
場所 子育て支援センター
時半
対象 どなたでも
対象 １歳児と保護者
定員
組程度︵要予約︑先着順︶ ◆共通事項
申込 子育て支援センター
場所 子育て支援センター
☎
定員
組程度︵要予約︑先着順︶
５１００
申込 子育て支援センター
☎
５１００

会計年度任用職員︵ほんの森司書︶
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そくらてすカフェ運営ボランティア
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﹁できる︒ナビ﹂は︑町民のみ
なさん一人ひとりが﹁できること﹂
﹁したいこと﹂﹁なりたい自分﹂
を見つけ︑その実現を応援する仕
組みをつくったり︑学びやボラン
ティアなどの活躍の場や機会を増
やすことで︑さまざまな夢や希望
を叶える事業です︒
居場所や役割︑人とのつながり
をつくり︑みなさんの﹁できる﹂
ことが増えていくことで︑﹁元気﹂
や﹁安心感﹂も高め︑まち全体の
にぎわいや活力を増やしていくこ
とを目的としています︒
既存の各種団体やボランティア
活動も応援することとしているた
め︑意見交換会を通じてみなさん
と一緒に新たな仕組みをつくりた
いと考えています︒
詳細内容は今後町 ︑新聞折込
などでお知らせします︒より良い
仕組みにするため︑みなさまのご
意見をお聞かせください︒
対象者 町内で活動する︑２回と
も出席が可能な団体︵出席者が
変わることは可能︶
日程
月 日㈬︑ 月 日㈬
各日午後６時〜同７時半
場所 農村環境改善センター
申込・問合せ 生涯学習推進課
☎役場 内線５８５

イベント
音楽で元気になろう♬

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！

焙煎前に大雪山の伏流水で生
豆を洗って豆本来の旨みを引き
出す ―
︒そんなウェンズデイカ
フェのオリジナルモカブレンド
＝写真右＝は︑まろやかな口あ
たりで嫌味のないすっきりした
味わい︒コーヒーのお供にピッ
タリな﹁米粉のカヌレ﹂＝左下
＝は︑東川産食材でできた外は
パリッ︑中はしっとりな逸品で
す︒
季節メニューが豊富なのもこ
のお店の魅力の一つ︒写真左上
のキャラメルマロンフロートは︑
ラテの中に栗の甘みを感じる秋
限定の一品です︒
ドリンクほぼ全品︑ランチも
※
前日までの予約で一部メニュー
のテイクアウト可︒
店名
Wednesday cafe&bake
住所 東８号北１番地
営業 ランチ午前 時〜午後 ２
時︑カフェ〜同５時
定休 ㈭ ☎
６２８３
現在は１組２名までのご案内
※
です︵３名以上席なし︶︒

店内は
﹁ 喫茶店﹂
の落ち着いた雰囲気︒
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鈴木工房内にある盈舟屋︵え
いしゅうや︶珈琲は︑自家焙
煎のスペシャルティコーヒー専
門店︒店主おすすめは東川の自
然をイメージした﹁せせらぎ﹂
﹁こもれび﹂﹁ときいろ﹂と︑
人気の﹁ショコラ﹂﹁なごや
か﹂︑季節ブレンドのブレンド
６種類︒この日は﹃飲み比べセ
ット﹄でミルクチョコレートと
ほのかにシナモンが香る﹁秋風
ブレンド﹂︑バランスが良くス
ッキリした﹁こもれび﹂をいた
だきました︒〝個性〟がはっき
りわかってどちらも美味！ 町
内６つの飲食店等でも飲むこと
ができますが︑実は全てがそれ
ぞれのお店に合わせたオリジナ
ルブレンド︒あなたのお気に入
りがきっと見つかります︒
店名 盈舟屋珈琲
住所 東２号北７線
営業 午前 時〜午後６時
定休 ㈪︵不定休あり︶
電話
５１９９

珈琲の味が良くわかる薄口カップで︒

【内容や値段等は予告なく変わる可能性があ
ります。予めご了承ください】

10

▼定期コンサートＶｏ ｌ・
内 容 ゲ ス ト に 古 屋 Chibi
恵子氏
︵ボイストレーナー︶を迎えて

【内容や値段等は予告なく変わる可能性が
あります。予めご了承ください】
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月より模様替えする﹁そくら
てすカフェ﹂の運営ボランティア
を募集しています︒毎回参加でき
なくてもＯＫです︒ファシリテー
ションに興味のある方をお待ちし
ています︒参加のみも大歓迎！
▼そくらてすカフェトーク
日程 毎月第１・３㈰午後５時〜
同６時半
内容 社会や経済の身近な話題に
ついて︑テーマを決めておしゃ
べりします︒
▼そくらてすカフェ読書会
日程 毎月第１・３㈪午後６時半
〜同８時半
内容 前半１時間は各自読書︑後
半１時間は本紹介をします︒
◆共通事項
場所 せんとぴゅあⅡ
参加料 無料
問合せ せんとぴゅあ図書パート
ナーズとしょりん代表 鈴木
︵☎０８０ ５５７７ ７５
３０︶または文化交流課 文化
推進室︵☎役場 内線７３２︶
﹁
※としょりん﹂の あります

報
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せんとぴゅあⅡほんの森では︑
次のとおり来年度採用の司書を募
集します︒
勤務内容 図書館資料・情報の収
集・整理・保存・提供︑読書相
談・案内︑レファレンスサービ
スのほか︑読書活動推進のため
の企画・立案
条件 ①司書資格を有するまたは
取得見込みであり︑②普通自動
車運転免許を有し︑③パソコン
︵ワード︑エクセルなど︶の基
本操作ができること
募集人員 １名
任用期間 令和３年４月１日〜令
和４年３月 日 ※勤務状況を
勘案し１年ごとに更新あり
勤務時間 １日あたり７時間半
︵早番 午前８時半〜午後５時︑
遅番 午前９時半〜午後６時︶
シフト制勤務のため土日祝日の
勤務あり
待遇 東川町会計年度任用職員の
給与及び費用弁償に関する条例
による︒社会保険︑雇用保険の
適用あり︒
申込方法 履歴書︑司書資格を有
する事を証明するものの写しま
たは卒業見込証明書を提出
その他 書類選考後︑該当者へ面
接日を別途連絡
申込締切
月 日㈯︵郵送可︑
必着︶

くらし
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