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くらし
◆共通事項
ています︒︵オンライン参加をご
会場 小西健二音楽堂
希望の方もご連絡下さい︶
問合せ・予約 小西健二音楽堂
日時 ７月５日㈪午前 時〜正午
☎
場所 地域活動支援センターかた
７２７４︑ドートレトミ
くり︵東町４丁目
シー 予約フォーム
︶
https://dotoretomisi.themedia.jp/ 参加料 ３００円︵要申込︒小学
生以上の子同伴は５００円︶
問合せ 発達障害コミュニケーシ
ョン初級指導者・白井ちよ

町内団体から

ＨＵＣとほくでんエネモールの連 携

ＤＪヒロ福地＆森ルナによるラ
ジオ番組﹃ステドラ！﹄で︑旭岳
エリアやせんとぴゅあから東川町
の魅力をお届けします︒４連休の
真っただ中︑お出かけの車内では
ノースウェーブをチェック！
日時 ７月 日㈯正午〜午後５時
放送局 ラジオ
・５Ｍ㎐
パソコンやスマホを使えば︑
︵ラジコ︶で全国どこか
radiko
らでも聴けます︒
その他 ７月 日㈬・８月４日㈬
の各日午前 時 分からも５分
間放送あり
問合せ ひがしかわ観光協会
☎
３７６１
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三千櫻酒造より農業振興にと町に寄
付

５月 日︑三千櫻酒造㈱︵山
田耕司代表取締役︶より︑﹁農業
の振興に役立ててほしい﹂と多額
の寄付をいただきました︒大変あ
りがとうございます︒三千櫻酒造
︵西２号北 ︶は︑昨年 月に全
国でも珍しい公設民営型酒造とし
て日本酒の醸造を開始︒東川の米
と水からできた﹁うまい酒﹂は町
内外を問わず大人気です︒今後も
さまざまな展開を計画しているそ
うなので︑ご期待ください︒

和 竿づくり 体 験﹁つくって つって ﹂
参加者募集！

主に竹を素材とする日本独自の
釣り竿﹁和竿﹂を作って︑その竿
で釣りをする伝統文化体験プログ
ラムを開催します︒
﹇未来チャレンジ活動支援事業﹈

講師 山野正幸氏︵伝統工芸士︶
日時 ７月 日㈯午前９時〜製作
開始︑午後１時〜釣り開始
場所 ▼和竿制作 地域交流セン
ターゆめりん ▼釣り 大雪旭
岳源水公園横の河原
対象 東川町の小・中学生︵小学
生は要保護者同伴︶
定員
組︵完全予約制︶
参加料 ５０００円︵材料費︶
申込締切 ７月 日㈯正午まで
申込先 和＋ project
info@sampomichi.jp

町外団体から
熱中症警戒アラートが出たら

一年で最も暑い７月〜８月︒
気象台では︑熱中症になる危険性
が高い日の前日夕方か当日早朝に
﹁熱中症警戒アラート﹂を発表し
ます︒このアラートが出たら︑

ＵＰＥ・藤林さんより子育て支援に
と寄付

①外出はできるだけ控え︑危険な
暑さを避ける
②高齢者や子どもなど︑熱中症に
なりやすい人に声かけする
③こまめに水分と塩分をとる
問合せ 旭川地方気象台
☎
７１０２

訓練内容や寮生活に関する理解
を深めていただける機会です︒入
校を希望する方や保護者の方など
はぜひお越しください︒
日時 ７月 日㈪午後１時半〜
申込締切 ７月 日㈫まで
申込先 北海道障害者職業能力開
発校︵砂川市焼山 番地︶
☎０１２５ ５２ ２７７４
℻０１２５ ５２ ９１７７

障害者職能開発校見学会
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自衛官候補生等の募集

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
４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㈪のいずれか
▼一般曹候補生
応募資格 自衛官候補生と同じ
受付期間 ９月６日㈪まで

16
から︑自主開催したチャリティー
イベントの売り上げを東川町の子
どもたちのために︑と寄付いただ
きました︒﹁今後もイベントを通
し︑人との輪が広がる場も作りた
い﹂と意欲を見せる藤林さん︒少
しずつ取り組みの輪を広げるさま
ざまなアイディアもお話しされて
おり︑今後の活動にも要注目です︒
このたびはありがとうございまし
た︒
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▲過去の映像はこ
ちら（YouTube）。
※今回「くらって」は
行いません。
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６月９日︑ＵＰＥ︵東町４丁目
４
︶の店主・藤林久子さんよ
り町に４万１２０円を寄付いただ
きました︒旅好きの藤林さんは︑
自らバルト３国などに赴き直接買
い付けたり︑現地コレクターや職
人から届いた手仕事の品をお店で
販売されています︒今回︑﹁まず
は自分でできることを﹂との思い

60

12

31

10

15

あり︒﹁発達の気になる子を
開始！
支える親の交流会﹂で検索を
北 海 道 電 力 の 会 員 制 Ｗｅ ｂ サ
ービス﹁ほくでんエネモール﹂で
貯めたエネモポイントを︑ＨＵＣ
ＦＭノースウェーブで東 川から 生 放
︵ひがしかわユニバーサルカード︶ 送！
のポイントに移行できるようにな
りました！登録料・年会費無料の
ほくでんエネモールでは︑毎日の
ログインやアンケートの回答など
でポイントが貯まります︒ＨＵＣ
と合わせてぜひご活用ください︒
注意 ▼移行は３００ポイント単
位で行えます︒▼毎月１日〜末
日の申し込み分が翌月 日ごろ
に反映されます︒
問合せ ＨＵＣ運営事務局 ☎０
８０ ４０４２ ２７５０
回〝 発 達の気になる子を 支える

から感謝状

国税連携の先駆自治体として国税局

ニュース

﹁コロナ禍での生活︑関わりや
学びについて﹂をテーマに︑普段
なかなか話せない親御さんの気持
ちを語り合う時間にしたいと考え

親〟の交流会
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６月９日︑札幌国税局から町に
感謝状が贈呈されました︒地方公
共団体から国へ確定申告書などを
データで引き継ぐ﹁国税連携﹂を
先駆的に実施したことに対するも
ので︑東川町は令和２年度で上川
管内唯一︑役場で受け付けた申告
をほぼ全件︑税務署にデータで送
信しました︒住民のみなさまにと
っては︑役場から税務署へ紙で申
告書を送付する場合と異なり︑税
務署側で電子データを再入力する
花
本建設より今年も寄付
必要がないため︑還付金が速く振
６月１日︑花本建設㈱︵南町１︑
り込まれるメリットがあります︒
花本金行社長︶より︑町の多額の
今後とも︑住民サービスの向上に
寄付をいただきました︒同社から
繋がる取り組みに努めていきます︒ は２００９︵平成 ︶年より寄付
をいただいており︑写真の町事業
・・・・・・・・・・・・
に活用させていただきます︒大変
ありがとうございました︒

報
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※日はＷＥＢ同時配信
参加料 無料
▼ Sunday classic
内容 北海道に縁ある若手実力派
演奏家によるクラシック演奏︒
演奏 早坂忠明︵ピアノ︶
日時 ７月 日㈰ ①親子で楽し
むクラシック 午前 時半〜
②あなたと楽しむクラシック
午後２時半〜
入場料 ①無料︵町民限定︶
②町民無料／町外１５００円
▼定期コンサート vol.22
ゲスト 荻野やすよし︵ギター︶
内容 照明や映像︑香りや季節の
演出と︑多彩なゲストによる本
格的なコンサート︒音楽堂の魅
力を︑音楽と共に五感で感じら
れる特別な一夜です︒
日時 ７月 日㈯午後６時〜
Ｗ
※ＥＢ同時配信︵有料︶
入場料 ３０００円︵ドリンク＆
お菓子付︑要予約︶
▼夜音茶論︵音楽堂無料開放日︶
内容 本を読んだり︑ゆっくりお
茶を飲んだり︒ピアノを囲む自
由な時間です︒
日時 ７月 日㈪午後６時半〜同
８時ごろ
▼夜音茶論 KANADE NIGHT
内容 演奏可能な音楽堂無料開放
日です︒どなたでもＯＫ！
日時 ７月 日㈮午後６時半〜同
８時ごろ

一次試験日 ９月 日㈮〜 日㈰
のいずれか
▼航空学生
応募資格 日本国籍を有し︑来年
４月１日現在で 歳以上かつ︑
▼空
歳未満︑▼海
歳未
満︑の男女
受付期間 ９月９日㈭まで
一次試験日 ９月 日㈪㊗
◆共通事項
試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地
︵旭川市春光町︶
問合せ 自衛隊旭川地方協力本部
南地区隊 ☎
０１００
北海道警察官の募集

の情
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・・・・・・・・・・・・
大学進学奨学助成金︑専門学校や大

５月 日︑今年度１回目の大学
進学奨学助成金を交付しました︒
今回から対象が大学のみならず︑
町外の専門学校や大学院に進学し
た方にまで広がり︑過去最多の
名が新たに受け取りました︵内︑
今回初となる﹁ものづくり技術者
育成奨学金﹂を２名︑小西健二奨
学金を１名が重複受給︶︒この助
成金は︑㈱ホクリク︵東京都︑野
口研二社長︶の熱い思いのこもっ
た﹁企業版ふるさと納税﹂を原資
とする︑返済不要の給付型奨学金︒
野口社長は手紙で﹁旭岳のふもと
で豊かな自然と地下水にはぐくま
れ︑写真甲子園︑日本語学校︑中
学・高校での海外交流などで培わ
れた高い意識が︑皆さんのより高
い向上心と社会への関心を生んで

学院にも拡充

Higashikawa 2021.07

Higashikawa 2021.07
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次の日程で募集します︒ご興味
のある方はまず警察署︵交番︑駐
在所︶へお問い合わせを︒
受験資格 来年４月１日現在で
歳未満の︑▼Ａ区分 学校教育
法による大学︵短期大学を除く︶
等を卒業︑または来年３月末ま
でに卒業予定の方 ▼Ｂ区分
Ａ区分以外の方
受付期間 ８月 日㈮まで
一次試験 ９月 日㈰
試験内容 教養試験︵択一式︶︑
論文・作文試験︑適性試験
申込方法 インターネットによる
電子申請
問合せ 旭川東警察署
☎
０１１０

くらし

▲山田社長（左）

▲花本社長（左）

▲藤林さん（左）
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