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指定緊急避難場所（役場庁舎）防災機能強化工事第２工区

報

募集

来年の二十歳を祝う集い︵旧
称 成人式︶は︑次の通り農村
環境改善センターで開催します︒
対象者への案内を 月上旬に発送
します︒町内に住民登録のない方
で参加希望の方は︑ 月 日㈮ま
でに︑氏名︑生年月日︑住所︑連
絡先をお知らせください︒
成人式ではご両親︑地域の皆さ
まも新成人の晴れ姿をご覧になれ
ます︒どうぞご来場ください︒
来年１月 日㈰
午後０時半〜新成人受付・記念

幼児センター保育士︵会計年度任用職員︶ 日時

条件 保育士資格および幼稚園教

42,790,000

の情

子育て講演会﹁お正月リース作り﹂

お子さんと離れてのリフレッシ
ュ講座です︒お正月に向けて素敵
なリースを作りましょう︒
講師 鈴木育美氏
日時
月３日㈭午前 時〜正午

ラトビア映画と過ごす週末

場午後 時半︶
ぴゅあシネマ
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
参加料 無料︵要申込︑先着 名︶
問合せ 文化交流課 交流推進室
☎役場 内線７３７
ゼロからはじめる 外国人材採用セミナ
ー

せんとぴゅあで気軽に映画を楽
しみませんか？
上映作品 ﹃ものすごくうるさく
てありえないほど近い﹄
日時
月 日㈮午後６時〜同８
時 分︵開場５時半︶
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
鑑賞料 無料︵要事前申込︶
定員
名︵先着順︶
その他 座席は距離を空けて配置
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︒
申込・問合せ 文化交流課 文化
推進室︵☎役場 内線７３８︶

㈱山田ポンプ商会

22
指定緊急避難場所（役場庁舎）防災機能強化工事第１工区

くらし

13

https://higashikawa-gateway. 大雪山アーカイブス講演会
﹁野生︵ワイルドライフ︶のエ
com/seminar
Ｅメール contact@higashikawa- ナジー〜ブラボー！大雪山２０２
０〜﹂と題した講演会です︒
gateway.com

25,960,000

12,925,000

指名競争入札
㈱藤田組

都市建設課
契約方法等

講師 大塚友記憲氏︵写真家／登
山ガイド︶
日時
月 日㈯午後１時半〜同
３時
会場 せんとぴゅあⅠ コミュニ
ティホール
入場料 無料︵要事前申込︶
定員
名︵先着順︶
その他 座席は距離を空けて配置
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︒
申込・問合せ 文化交流課 文化
推進室︵☎役場 内線７３８︶

10月8日

12

場所 子育て支援センター
場所 子育て支援センター
諭免許の保有者
対象 東川町在住の妊婦︑おおむ
定員
組程度︵要予約︑先着順︶ 対象 どなたでも
募集人員 数名︵採用枠に達する
ね産後１年以内の方︵お子さん
申込 子育て支援センター
参加料 ６００円︵材料費︶
まで随時募集します︶
も一緒に参加できます︶
☎
定員
組程度︵要予約︑先着順︶ 勤務日 ㈪〜㈯のうち５日間
５１００
講師 野口智子氏︵のぐち母乳育
申込 子育て支援センター
︵日・祝・年末年始は休み︶
児相談室 助産師︶
☎
勤務時間 午前７時半〜午後７時
５１００
場所 保健福祉センター 集団検
すくすく健康相談
の間で７時間半︵シフト制︶
診室
心や体がぐんぐん伸びる幼児
待遇 ▼給与 月額 万２千円
定員
名︵要申込︶
期は﹁育児はこれで大丈夫かな﹂
毎年 月は児童虐待防止推進月間
申込 保健福祉課 保健指導室
﹁イヤイヤ期や赤ちゃん返りに困
〜 万７千４百円︵前歴換算・
子どもの健やかな成長に影響を
った﹂﹁食事があまりとれていな
毎年更新時昇給有︶ ▼賞与
☎役場 内線５０６
及ぼす児童虐待の防止は︑社会全
いかも﹂﹁ちゃんと大きくなって
６月・ 月︵各１月分︶ ▼手
体で取り組むべき重要な課題です︒
いるのかな﹂ など不安になるも
当 通勤手当︑住宅手当︵町内
あなたの電話１本で救われる家族
０歳児開放日﹁よちよち﹂
.
の借家に住む世帯主の場合︶
のです︒毎日の育児に関する疑問
がいます︒﹁自身が出産や子育て
乳児が安心して遊べる場所をお
申込方法 電話にて応募のうえ︑
や不安について︑お子さんの発育
に悩んだら﹂﹁子育てに悩む親が
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
履歴書提出後︑委細面談にて︒
や発達を確認しながら︑保健師や
いたら﹂﹁虐待を受けたと思われ
びながら︑お友だちを作りません
申込先 東川町幼児センター
栄養士が個別に相談を受け付けま
る子どもがいたら﹂相談窓口や民
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
す︒
生委員にご連絡ください︒プライ
日時・内容 各日午前 時〜正午
☎
３４００
内容 計測・問診︑子育て相談︑
バシーは守られます︒
▼ 月 日㈭ 自由開放︑ふれ
栄養相談︑発達相談
﹃未来へと 命をつなぐ １８９
あい遊び ▼ 月 日㈭ 手形
その他
日時
月２日㈭午前９時〜同
足型アートを作ろう
︵いちはやく︶﹄を合言葉に︑か
時
場所 子育て支援センター プレ
けがえのない子どもたちを守る活
令和３年 二十歳を祝う集い
会場 保健福祉センター
イルーム
動にご協力をお願いいたします︒
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶ 対象 １歳半健診後〜就学前まで
連絡・問合せ ▼児童相談所全
の子どもと保護者︵要申込︶
問合せ 子育て支援センター
国 共 通 ３ 桁 ダ イ ヤ ル ︵ ☎ １８ ９
持ち物 母子手帳
☎
︿いちはやく﹀︶ ▼旭川児童
５１００
申込 保健指導室 保健指導室
相談所︵☎
８１９５︶ ▼
☎役場 内線５０６
保健福祉課 社会福祉室︵役場
親子遊びの体験教室
☎内線５０２︶ ▼子育て支援
センター︵☎
５１００︶
親子で一緒に楽しみながら︑い
ろいろな遊びを体験しませんか？
今月はビュンビュンロケットを作
ります︒
日時
月 日㈭午前 時〜同
時半
対象 ２歳児と保護者

撮影︑同１時半〜式典開始
新
※型コロナ感染症拡大防止の
ため︑飲食および新成人の集い
は中止となります︒
対象者 ２０００︵平成 ︶年４
月２日〜翌２００１︵同 ︶年
４月１日に生まれた方
問合せ 生涯学習推進課
☎役場 内線５８５

イベント
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9,878,000

ゆめ公園プレーパーク整備工事1工区
9月29日

42,350,000
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16

11

請負業者
業 務 名 等
入札日

11

11

10

15

82

外国人材の採用を考えている方
に向けた︑﹁まずなにをしたらい
いのか分からない﹂﹁知識がない
ので具体的に教えて欲しい﹂﹁将
来の期間人材を育成したい﹂﹁人
材不足を解消したい﹂などにお答
えするセミナーです︒全４回︑異
なるテーマで行います︒
講師 千葉祐大氏︵︵一社︶キャ
リアマネジメント研究所代表理
事︑東川町出身︶
日程 ① 月 日㈬・ 日㈮ ②
月８日㈫ ③来年１月 日㈮
④来年２月 日㈮
時間 各回共通 ▼セミナー 午
後２時〜同４時半 ▼個別相談
同４時半〜同５時
場所 せんとぴゅあⅠ 講堂
参加料 無料︵要申込︑定員 名︶
初回の申込締切
月 日㈬
申込先 多文化共生室
℻
４１４１
11

請負価格
（税込み、円）

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！

音楽で元気になろう♬

40

21

82

10

15

22

20

おひざにだっこのおはなし会 始めます

報
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13

11

15

12

11

11

日本人役が登場するラトビアの
映画を上映します︒ラトビア風の
お茶とお菓子をつまみながら︑ゆ
ったり週末を過ごしませんか？
▼ルッチと宣江︵ 月 日㈯︶
あらすじ 日本人大学生のノリエ
毎月１回︑小さなお子さんと保
が伝統歌唱で有名なラトビアの
護者向けのおはなし会を行います︒
地方を訪れ︑ 歳のラトビア人
日時 毎月第１㈬午前 時〜 分
女性ルッチと友情を育む︒
間︵日時は変更する場合あり︶
▼魔法の着物︵ 月 日㈰︶
年
※内は 月４日㈬︑ 月２日
あらすじ 自分の殻に閉じこもっ
㈬に開催
てしまった日本人女性が︑ラト
場所 せんとぴゅあⅡ ほんの森
ビアの首都リガで着物などの日
こどもコーナー
本文化を通して人々と交流し︑
参加料 無料︵申込不要︶
次第に心を開いていく︒
その他 保護者は要マスク着用
◆共通事項
問合せ 文化交流課 文化推進室
音声 ラトビア語︑字幕 日本語
☎役場 内線７３８
上映時間 午後１時〜同３時︵開

の情
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建設工事、委託業務の入札結果のお知らせ
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▼アンプラグドナイト
内容 生音生歌でリクエストにも
お応えする︑和気藹々とした気

Higashikawa 2020.11
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㈱小岩組
▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら
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東川町B&G海洋センター大規模改修工事
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