くらし

の情

大雪葬斎場︵火葬場︶の建て替え計
画を進めています

東川町︑美瑛町︑東神楽町の３
町で構成する大雪葬斎組合では︑
火葬業務の運営を共同で行ってお
り︑東神楽町内︵大雪霊園敷地内︶
に火葬場を設置しています︒この
火葬場は建設から 年が経ち︑建
物と火葬炉設備に老朽化や劣化が
見られ︑耐震性能についても不足
が懸念されています︒また︑近年
の葬送ニーズやバリアフリーなど
への対応が不十分であるなど︑他
の新しい火葬場施設と比べると施
設設備が全体的に不足しています︒
このことから︑昨年度に﹁大雪
葬斎場整備事業基本計画﹂を策定
し︑２０２３︵令和５︶年度供用
開始を目指して新火葬場への建て
替えを進めることなりました︒
火葬場は︑公衆衛生・公共の福
祉の見地から必要不可欠な施設で
す︒皆様のご理解︑ご協力をよろ
しくお願いいたします︒
詳しくは東神楽町 の﹁大雪葬
斎場整備事業基本計画︵概要版︶﹂
をご覧ください︒
問合せ 大雪葬斎組合事務局︵東
神楽町役場くらしの窓口課内︶
☎
５４０２
自衛官等の募集

報

９月 日︑役場議場にて自治功
労表彰を行いました︒小林喜一氏
︵ 区︶は農業委員として２００
５︵平成 ︶年より５期 年の長
きに渡り︑農地利用の最適化推進

小林喜一氏を自治功労表彰

ニュース

庭の状況に応じた優遇制度もあり
ますので︑ご活用ください︒
融資額 一人３５０万円以内
金利 年１・ ％ 固定金利
返済期間
年以内
返済方法 毎月元利均等返済
用途例 入学金︑授業料︑教科書
代︑賃貸住宅の敷金・家賃など
そ
※の他条件あり︒詳しくは
︵﹁国の教育ローン﹂で検索︶
へ
問合せ 日本政策金融公庫 教育
ローンコールセンター☎０５７
０ ００８６５６︑☎
５３
２１ ８６５６
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に記入し提出してください︒
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
月 日㈰・ 日㈪︑
月 日㈰・ 日㈪のいずれか１
日
試験会場 受付時に通知
問合せ 自衛隊旭川地方協力本部
南地区隊︵旭川市春光町︶☎
０１００
障がい者の訓練生を募集

障害者職業能力開発校では︑来
年度の訓練生を募集します︒
対象者 障害をお持ちの求職者
訓練科目 建築デザイン科︑ＣＡ
Ｄ機械科︑総合ビジネス科︑プ
ログラム設計科︑総合実務科
願書受付
月２日㈪〜 日㈮
選考試験
月７日㈪
試験内容 数学︑国語︑面接
試験会場 北海道障害者職業能力
開発校︵砂川市焼山 番地︶
問合せ 同校︵☎０１２５
２７７４ ℻０１２５
９
１７７︶またはハローワーク
国の教育ローンのご案内

﹁国の教育ローン﹂は︑高校︑
短大︑大学︑専修学校等に入学・
在学する子どものいる家庭を対象
とした公的な融資制度です︒ご家

HP

に尽力されました︒大変ありがと
うございました︒

㈱北海工芸より寄付

８月 日︑㈱北海工芸︵北町８
丁目︑今井康人社長︶より︑町に
多額の寄付をいただきました︒青
少年育成のために活用させていた
だきます︒また︑環境美化事業に
もご協力いただきました︒ありが
とうございました︒

今年も品質に期待大︑﹁東川米﹂初
検査

９月７日︑東川町農協玄米セン
㈱大和より寄付
ター︵西３号北 ︶にて︑令和２
８月 日︑㈱大和︵旭川市︶の
年産の東川米初検査式が行われま
佐藤社長︑礼子夫人が来庁し︑町
した︒︹東川町米麦改良協会・
に多額の寄付をいただきました︒
ひがしかわ主催︺
事業資金として活用させていただ
樽井功 ひがしかわ組合長は
きます︒ありがとうございました︒
﹁７・８月と良い天気が続き︑昨

ぜひお申込みください！

社協だより
温かい善意ありがとうござ
います

代
之
和
寛
人
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園㈱︶︑松家孝志さん︵㈱松匠︶︑ ひとあじちがうぞ車ピカピカ
小坂法弘さん︒初出荷で４者も集
荷になるのは珍しいケースです︒

１日行政相談所の開設

中 田 初
五十嵐 徳
伊 藤 義
松 倉
棒 手 雅

﹁くらしの相談﹂

︻今月の相談員︼

盛 永

小 夜 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
様
様
様

8月 日から９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︒

西
西
北町３
北町３

︽ご香典の返礼にかえて︾

15

10

開拓の功労者︑家畜に感謝

行政相談員は︑みなさまの身近
な相談相手として相談を受け︑助
言や関係行政機関への通知を行う
ボランティアです︒社会的な信望
があり︑行政運営の改善に理解と
熱意のある民間有識者の中から総
務大臣が委嘱します︒道路︑交通
安全︑雇用︑その他の行政全般に
ついてお困りのことがありました
ら︑お気軽にご相談ください︒
旭川行政監視行政相談センター
では︑ 月 日㈪〜 日㈰の﹁行
政相談週間﹂の一環として︑行政
相談所を開設します︒相談は無料
です︒秘密は厳守します︒
日時
月 日㈮午後１時半〜
同４時
場所 東川町社会福祉協議会
行政相談員 盛永 小夜子
問合せ 企画総務課 総務室
☎役場 内線２２２

JA
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９月７日︑忠別公園︵南町２︶
の﹁家畜感謝之碑﹂と﹁にわとり
の碑﹂前で家畜感謝祭が執り行わ
れました︒毎年︑畜産振興協議会
︵会長 樽井功 ひがしかわ組合
７月からゆる〜りと復活した東
長︶が主催しています︒
川町ボランティアセンター︵東川
樽井会長は﹁東川の歴史を振り
町社協内︶の﹁ひとあじちがう洗
返ると︑開拓当時は人馬一体とな
車場﹂︒現役を引退してしばらく
って田畑を耕していた︒今の私た
経った方などの活躍の場です︒
ちがこうして豊かに生活できるの
高圧洗浄機で大まかな汚れを落
も︑そういった家畜たちのおかげ︒ とし︑洗浄液でアワアワにしてか
食事の際には﹁いただきます﹂と
らスポンジブラシで丁寧に磨いて
感謝の気持ちをもつことを︑子ど
いきました︒この日は大きな車で
もたちにも伝えていきたい﹂と改
したが︑見る間にピカピカに︒車
めて感謝の意を表し︑参列した農
内にも掃除機をかけてキレイサッ
業団体︑酪農・養鶏農家︑町議員︑ パリです︒︵写真は９月 日︶
役場関係者らが追悼しました︒
この洗車場は 月も２日㈮と９
日㈮に社協事務所前で実施予定︒
１日２台限定で申込受付中です︒
車がピカピカになると乗る人の気
分まで晴れ模様になりますよね︒

報

各種大会成績

次の日程で自衛官候補生を募集
します︒旭川駐屯地にある志願票

年に続いて８月中に収穫できた︒
今年も﹃ゆめぴりかコンテスト﹄
での最高金賞獲得に期待したい︒
北海道の最高品質米を道民・国民
に食べてもらえるよう︑ＰＲ活動
も頑張りたい﹂と挨拶︒
今年の第一号検査は︑㈲山﨑
農場︵山﨑浩敬社長︶が８月 日
に収穫した﹁ゆめぴりか﹂２㌧︒
整粒歩合 ％︑水分含有率 ・４
％の一等米と評価され︑タンパク
値は６・７％で﹁東川米﹂品位仕
分基準では最高品質の〝プレミア
ム〟と判定されました︒今年も最
高においしい﹁東川米﹂が︑みな
さんの食卓に並ぶことでしょう︒

の情

▶左２番目から山﨑浩敬さん︵㈲
山﨑農場︶︑髙橋壽さん︵髙橋農

くらし
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Higashikawa 2020.10

Higashikawa 2020.10
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【野球】
◆旭川軟式野球連盟少年部南支部秋季大会Ｂ
（９月５日ほか・ゆめ公園ほか）
▼〔準優勝〕東川大雪野球少年団
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【サッカー】
◆第28回北海道Ｕ−15女子サッカー選手権大会
兼JFA第25回全日本U-15女子サッカー選手権大
会北海道大会（９月13日ほか・札幌市白旗山競技
場ほか）
▼〔３位〕旭川女子チアーボU-15(※)
(※)旭川地区の代表選手で構成するトレセンチー
ム。西潟胡花さん（東川町）所属
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