報
Information of Living

21

70

﹁椅子の日に︑椅子のお話﹂第
弾は﹁族長︑家長のための椅
子﹂︒アフガニスタンのプリミテ
ィブな椅子について取り上げ︑単
純明快で力強い本能的表現に迫り
ます︒
講師 織田憲嗣氏
日時 ３月 日㈪午後６時半〜同
７時半
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
定員
名︵無料︑先着順︶

97

Information of Living

４月から２０２２︵令和４︶年
度の東川町しらかば学級を開講し
ます︒健康づくり︑一般教養︑趣
味芸術︑社会見学など︑年間 回
の講座を予定しています︒受講生
には学級通信と毎月講座案内︵出
欠確認︶を送ります︒２０２１

報

14

◆ものづくり技術者育成奨学金
次代を担う優れたものづくり技
術者となるべく大学等へ進学する
学生に交付します︒
町内の企業より町にいただいた
寄付金を原資に︑町予算を加えて
運用しています︒
対象者 次の全てを満たす者
①国内外の大学︑短期大学︑専
門学校等のうち︑建築・土木・
造形・工芸の技術者を育成する
学科へ進学した学生 ②保護者
が１年以上東川町に在住 ③税
等の滞納がない
支給金額
万円
申請方法 申請書︑在学証明書
︵大学︶︑成績証明書︵高校︶
を提出
◆共通事項
申請期限 ４月末日︵第１次︶
支給時期 ５月末日予定
申請書 町教委 に掲載︑町教委
事務局で配布
問合せ・申請 学校教育課
☎役場 内線５８１

募集

HP

休日や余暇を利用して︑野菜や
花を栽培してみませんか？今年か
ら始めてみよう︑という方向けに︑
新たに﹁ゆめファーム﹂も登場！
︵これまで第三地区農園をご利用

２つの体験農園︑先行申込受付中‼

10

26

13

23

60

10
▼ゆめファーム︵新規︶
場所 西３号北 番地
募集区画
区画︵１区画約 ㎡︶
利用料 １区画あたり町民１万円︑
町外１万５千円

いただいていた方は︑引き続きご
愛顧ください︶
▼第三地区体験農園
場所 東８号北１丁目︵第三地区
コミュニティセンター横︶
募集区画
区画︵１区画約 ㎡︶
利用料 １区画あたり５千円
40

◆共通事項
対象 通園可能な方︒１件あたり
２区画まで申込可︒
開園期間 ５月１日㈰〜 月末日
申込締切 ３月 日㈭
申込方法 窓口または電話
申込先 産業振興課農林業振興室
☎役場 内線１３６・１３７

11

の情

10

くらし

11

の情

12

36

子育て・教育

10

校の学生︑４年制大学等に編入
０歳児開放日﹁よちよち﹂
学する学生︑大学院生︵条件あ
乳児が安心して遊べる場所をお
り︶ ②保護者が１年以上東川
探しのみなさん︒親子で楽しく遊
町に在住 ③税等の滞納がない
びながら︑お友だちを作りません
▼︹２年次以降︺毎年度︑申請
か？ご兄弟も一緒にどうぞ︒
が必要
日時・内容 各日午前 時〜正午
支給金額 ▼︹１年次︺国内大学
▼３月 日㈭ 手作りおもちゃ
等 万円︑海外大学等
万円
制作︑絵本読み聞かせ ▼ 日
▼︹２年次以降︺自宅外通学
㈭ 子育て交流会〜子育てにつ
月４万円︑自宅通学 月１万円
いてお話しましょう〜
申請方法 申請書︑在学証明書
場所 子育て支援センター プレ
︵大学︶︑成績証明書︵高校︶
イルーム
を提出
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶
◆小西健二奨学金
問合せ 子育て支援センター
向学心にあふれ︑品行方正で学
☎
５１００
業優秀であり︑経済的に恵まれな
い環境にある学生に交付します︒
返済不要の３奨学金︑申請受付中
故・小西健二氏︵平成 年逝去︶
より遺贈された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 次の全てを満たす者
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
家庭環境だと認められる者︵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
支給金額 ▼短期大学生︑高等専
門学校生
万円 ▼大学生
万円
申請方法 申請書を入学年度︵高
等専門学校生は４年進級年度︶
に提出
10

13

60

82

東川町独自の３種類の奨学金が
あります︒いずれも返済不要で︑
重複して申請できます︒
◆大学進学奨学助成金
未来を担う優れた人材を育成・
支援するため︑品行方正で向学心
にあふれ︑学術優秀であると認め
られる学生に交付します︒
㈱ホクリク様︵東京都︑野口研
二社長︶の企業版ふるさと納税を
原資としています︒
対象者 ▼︹１年次︺次の全てを
満たす者 ①今年︑国内の大学
︵４年制︶︑短期大学︑専門学
校︵通信教育課程を除く︶︑海
外の大学に進学する学生︑また
は４年次に進学する高等専門学
20

すくすく健康相談

町立小学校の期限付き教諭を募
集します︒
勤務内容 小規模校で実施する
授業に係る業務
Globe
条件 小学校教員免許所持︒英語
科︑社会科が望ましい︒その他
応相談︒
募集人数 １名
任用期間 ４月１日〜３月 日
勤務日 ㈪〜㈮︵学校閉庁日は休
み︶

くらし

31

15

15

ＮＨＫのＢＳ８Ｋ﹁ぬくもりＫ
ＡＧＵ に 人 々 が 集 ま る 北 海 道 ・
東川町﹂の上映会を行います︒個
性豊かな職人が集まり︑ぬくもり
のある家具が作られていく営みを
超高精細カメラで撮影︒美しい映
像を︑大画面でお楽しみください︒
日時 ３月 日㈰午後１時半開場︑
同２時〜３時上映
場所 せんとぴゅあⅠ 講堂
参加料 無料︵要申込︑抽選︶
申込方法 ＮＨＫ ︵左記︶より

人々が集まる ﹄上映会

ＮＨＫ８Ｋ 番 組﹃ ぬ く も り ＫＡＧＵに

10

心や体がぐんぐん伸びる幼児
期は﹁育児はこれで大丈夫かな﹂
﹁イヤイヤ期や赤ちゃん返りに困
った﹂﹁食事があまりとれていな
いかも﹂﹁ちゃんと大きくなって
いるのかな﹂など迷いや不安を抱
えやすい時期︒毎日の育児に関す
るちょっとした疑問や不安につい
てお話ししませんか？保健師や栄
養士︑発達支援センタースタッフ
が個別に相談を受け付けます︒
内容 計測・問診︑母乳相談︑子
育て相談︑栄養相談︑発達相談
日時 ３月９日㈬午前９時〜同
時
会場 保健福祉センター
対象 乳児〜就学前までの子ども
と保護者︵要申込︶
持ち物 母子手帳︑タオル
申込先 保健指導室 保健指導室
☎役場 内線５０６

契約方法：指名競争入札

勤務時間 午前８時〜午後４時半
︵同３︶年度は 人が在籍し︑希
申込締切 ３月 日㈰午後５時
会計年度任用職員︵特別支援講師・教
給与等 月額 万５千円
望に合う講座を受講しました︒
申込先 文化交流課 文化推進室
育支援員︶
申込方法 履歴書︵市販の様式可︶
課外活動として卓球サークル
☎役場 内線７６４
町立小学校の特別支援講師・教
を提出︒３月中〜下旬に面接︒
︵毎週㈭︶もあります︒休憩時の
育支援員を募集します︒
designschool.higashikawa@gmail.com
申込締切 ３月 日㈫必着
雑談も楽しみの一つ︒友人や近所
勤務内容 特別支援学級在籍児童
申込先 学校教育課
の方を誘って一緒に学びませんか︒
の学習支援
知
的
書評合戦ビブリオバトル
☎役場 内線５８２
場所 改善センターなど
条件 小学校教員免許所持が望ま
ビブリオバトルとは︑発表参加
対象
歳以上の町民
しい︒その他応相談︒
者︵バトラー︶がおもしろいと思
受講料 年額千円︵別途教材費︑
募集人数 １〜２名
った本を一人５分間で紹介し︑全
会計年度任用職員︵Ｂ＆Ｇ管理人︶
入館料などが必要な場合あり︶
任用期間 ４月１日〜３月 日
員の発表後に﹁どの本を一番読
Ｂ＆Ｇ海洋センターの施設管理
申込締切 ４月４日㈪
勤務日 ㈪〜㈮︵学校休業日は休
みたくなったか？﹂を観客も含め
人を募集します︒
問合せ 生涯学習推進課
み︶
て投票し︑最多票を集めたものを
勤務内容 Ｂ＆Ｇ海洋センターな
☎役場 内線５８７
勤務時間 学校長が定める時間
﹃チャンプ本﹄とする知的なバト
ど体育施設の貸館業務全般︑学
︵ １日 ４時 間 ︑ 週 ４日 が 基 本 ︶
ルです︒あなたもバトラーになっ
校体育館・錬成館の管理など
給与等 時給１０７０円〜１２５
て推し本を紹介しませんか？
募集人数 １名
イベント
０円
日時 ３月 日㈯ ▼ジュニア部
任用期間 ４月１日〜３月 日
申込方法 履歴書︵市販の様式可︶ 勤務日 週２〜３日︵土日祝含む︶
門︵高校生以下︶ 午後２時〜︑
参加の際は︑検温︑手指の消毒︑
※
を提出︒３月中〜下旬に面接︒
▼一般部門 同３時〜
勤務時間 別に定める時間︵１日
マスクの着用にご協力ください︒
申込締切 ３月 日㈫必着
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
７・５時間︑１ヵ月 日以内︶
状況により中止・延期・オンラ
申込先 学校教育課
給与等 日額６７５０円
イン開催になる可能性や︑入場
対象 町民︑町内の通勤通学者
☎役場 内線５８２
申込方法 履歴書︵市販の様式可︶
制限を行う場合があります︒
定員 各部門先着５名︵バトラー
を提出︒３月中〜下旬に面接︒
は要予約︑観覧は予約不要︶
申込締切 ３月 日㈫必着
参加料 無料
デ
ザ
イ
ン
ス
ク
ー
ル
特
別
編
⑫
会計年度任用職員︵期限付き教諭︶
申込先 生涯学習推進課
申込締切 ３月 日㈬
☎役場 内線５８５
その他 ▼バトラーは事前にビブ
リオバトル公式サイトでルール
をご確認ください︒▼優勝賞品
しらかば学級受講生
あり︒▼参加人数によっては１
部門に集約して開催します︒
問合せ 文化交流課文化推進室
☎役場 内線７３３

請負業者：㈱ベスト

http://nhk.jp/asahikawa

申込締切 ３月 日㈬正午
その他 午前 時〜正午は︑放送
中のＢＳ８Ｋ番組を自由に観覧
可︵入場制限する場合あり︶
問合せ ＮＨＫ旭川放送局
☎
７０００︵担当 北西︶
︵役場窓口 東川スタイル課︶
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︑音楽で元気になろう！

▼ Sunday classic
内容 北海道に縁ある若手実力派

Higashikawa 2022.03

Higashikawa 2022.03
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業 務 名：「KAGUの家」ヴィ
レッジ既存建築物
（ 工 芸 創 作 館 ）解
体工事
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31
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▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら

入 札 日：１月 20 日
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請負価格：3,410,000円（税込）
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31
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建設工事の入札結果

