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研修指導者
伯谷 巌（陶峰）氏
札幌軟石焼窯元 伯炎窯
北海道美術協会会員、光風会会員、
北海道陶芸作家協会顧問

はじめに
本州各地には︑益子焼・萩

あります︒これらの焼き物の

特徴ある焼き物︵陶磁器︶が

く行われていますが︑特に道

の原材料を使っての陶芸は広

このようなことから︑市販

粘土に地元のものを使うこと

まず︑誉平焼の本体となる

かけら︶をつくり︑2種類の

の試験をするための素焼きの

60個のテストピース︵釉薬

つくらなければ安定した作品

何種類も試作した釉薬
（右写真）とテストピー
スの三角座標（左写真）。

されません︒現在も︑市販の

釉薬はあってもその製法が公

開されることはなかなかあり

特徴や味わいは︑陶器本体を

内ではその地ならではの焼き

ません︒

つくる粘土と表面を覆うガラ

物がなかなか生まれないのが

焼・常滑焼など︑その土地の

ス質の釉薬がカギを握ります︒

今回︑伯谷先生から三角座

現状です︒

を検討しました︒数箇所から

釉薬を使って焼き上げました︒

標を伝授していただき︑約1

選んだ場所の地下約3メート

伯谷先生からは︑﹁釉薬の

中川町産素材の検討

ルから掘り出した生の粘土と︑

づくりが難しい︒﹂と言われ

原料となる中川町の素材は︑
釉薬に使う木灰も中川町の

ました︒そこで︑釉薬づくり

乾燥保存した粘土を使いまし

ものを使いました︒藁灰も必

は︑市販品を元にして中川の

不安定なため︑基本に忠実に

要ですが︑藁灰は中川町には

素材を混ぜ合わせることとし

た︒

ないので︑市販品を使いまし

ました︒

た︒

釉薬づくり
焼き物づくりのもっとも重
要な点であり︑昔からその製
法は窯場の秘中の秘︑門外不
出︑一子相伝とされ︑外部に
その製法をもたらすことは許
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平成

中川町人づくり研修事業報告

23

研修者
石井雅子、石井健一
目 的
ゆう やく
中川町内に豊富にある粘土と釉薬
（うわぐすり）の主原料である木
材（木灰）を利用して、中川町ら
しい焼き物（仮称「誉平焼」）の誕
生を目指す。

粘土と作品づくり
中川町の粘土は︑異物を多

誉平焼の こ れ か ら

た︑今後も焼き物づくりを続
けていき︑中川町の人づくり
・地域づくりに貢献したいと

えながら粘土づくりに苦労を

ど︑作業手順をいろいろと変

燥させた状態で練りを行うな

浸してからふるいにかけ︑乾

た︒そこで︑粘土を一度水に

顔を出すことが多くありまし

ス︶に展示していますので︑

宅横のギャラリー︵ログハウ

けですが︑昨年完成した自

生したばかりで︑数も少しだ

発したものです︒作品は︑誕

私たち夫婦が協力しながら開

誉平焼は︑伯谷先生の下︑

思っています︒

重ねました︒中川町の粘土は︑

ぜひご覧いただければと思い

く含み︑それが陶器の表面に

焼き上げる際の1300度の
ます︒
陶器は︑数十年数百年かけ

町の粘土では薄いと歪みが出

よいとされていますが︑中川

作品の形成は︑薄いほうが

な作品ですが︑今後改良を重

短かったため現在はこのよう

ます︒今回の開発は︑期間が

とでよりよい作品に仕上がり

の上げ方によって作品に歪み

しました︒すると︑窯の温度

私たちの窯で焼き上げ試験を

焼き上がりに違いが出たので︑

先生の窯と私たちの窯では

今後は︑中川町の文化など

要なことだと考えています︒

意味深い取り組みであり︑重

に大きなエネルギーを与える

地域文化の創造・発展・発信

焼き物を誕生させることは︑

☎7・2819

総務課企画財政室

︻問い合わせ先︼

高温に耐えられないので︑本
州の粘土を混ぜ合わせること
で作品づくりのための粘土を

てしまうので︑形を作る際に

ねてよりよい作品に仕上げて

て開発と改良を重ねて行うこ

最も気を遣わなければならず︑

いく予定です︒

完成させました︒

ある程度の厚さが必要となり

が出たり︑窯内部の温度の違

の発展と発信のために︑本研

道内各地に先駆けて地域の

いがあり︑何度も繰り返し試

修で得た知識や技術を伝えて

2012. 3月号

ました︒

験を行いました︒

いきたいと考えています︒ま
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子育てに対する各種手当があります
これらの手当には所得制限や障害の程度などの受給要件があります
詳しいことはお問い合わせください

41,430円

一部支給

41,540円〜
9,810円

41,420円〜
9,780円

当

月 額

平成24年3月分まで

平成24年4月分から

1級

50,550円

50,400円

2級

33,670円

33,570円

月 額

平成24年3月分まで

平成24年4月分から

14,330円

14,280円

20

障害児福祉手当

当

護を必要とする障害児

手

20

特別児童扶養手当

手

18

児童扶養手当

歳未満で︑重度の障害

41,550円

出生祝金

精神・身体に障害をもっ

があり︑日常生活で常時介

全部支給

と生計をともにしていない

平成24年度

歳未

平成23年度

児童を育てる母︑養育者︑

月 額

父︵子どもが学生で

当

満に限ります︶

手

10万円

◆要件

父親が重度の障害をもっ

た児童︵ 歳未満︶を養育

第3子以降

◆要件

新生児の健全育成と資質

ている︑父母の婚姻解消や

している方

2万円

◆要件

向上のため︑子どもが生ま

死亡などにより父または母

第1子、第2子

◆要件

れたとき

手当額（1人につき）

しあわせ

問い合わせ先

住民課幸福推進室

☎7−2813
広報なかがわ
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公民館図書室
の

︹短

わが棲むは白い柩かしんしんと降り積む雪の重い沈黙

昨日を昨年として切り捨てる少し疲れた心もともに

一年の疲れを癒す柚子の湯に後期高齢一人浸りて

﹁中川のフキ食べたい﹂と六歳の孫の電話にムロに入りたり

古市

佐竹

小林

河野

鎌田

智子

和子

敏章

淑子

廣

陽子

歌︺

喘ぎつつ行く坂道の足許の石蕗揺らす風のやさしさ

山内

つわぶき

煮込まれて鍋にとろとろ白菜の甘さじんわり疲れをほぐす

都会にも熊が出たとの大騒ぎ﹁山に食べもの無くなりました﹂

初景色

横山やすこ

山田

ケイ

山内ミツヱ

電力風車のおおらかに旅の眺めは心を癒す

ひと夏のハチと蜂屋の苦労をばリアルプーさん台無しにする

吉田

昇

職場ではちょっと無理して頑張って疲れはまとめて晦日払いに

廣

句︺
河野

和子

詩人、革命家などに慕われながら、みず
からは無名の市井人として生きた正岡家の
養子・忠三郎と、その友人である共産主義
者・タカジ。子規の詩心と情趣を受け継い
だひとびとの豊饒にして清々しい人生を、
深い共感を込めて描く。

︹俳

隙間風音なくゆれるカレンダー

古市

冬になれば ダンプ を常備、肉といえば
豚 、時計台の場所をよく知らない、冬季
の室温の高さは日本一‥‥。交通、買い物、
食べ物、言葉、人間関係など、北海道ライ
フを楽しむための48のルールを紹介する。

﹁話し方の心理学﹂

日頃のできごとや風景・季節に感じたこ

と思ったことを短歌で一首または︑俳句で

一句詠んでみませんか︒

短歌や俳句に興味をお持ちの方がいらっ

しおん

俳句紫苑会

児童書

ミッシェル・マーケル ぶん
はいじまかり やく

﹁さんすうサウルス﹂

☎7・2850︶へお願いします︒

お申し込みは︑事務局︵古市和子さん

ください︒

年会費500円の購読会員制をご利用

月刊会報﹁まほろば﹂をご希望の方は︑

☎7・2850

連絡先︵どちらも︶
古市和子さん

短歌同好会

しゃいましたら︑お気軽にご参加ください︒

ジェシー・S・ニーレンバーグ 著
小川敏子 訳

数えるのが得意な「さんすうサウルス」は、
いろいろな場面で算数の技を使います。右と
左に同じ数がある時には片方を2倍すればいい。
どっちが多いか比べるとき引き算を使って。

万象の動きを止めて深雪晴

﹁北海道ルール﹂
﹇北海道チーム﹈ 著

都会生活研究プロジェクト

2012. 3月号

あし おと

著
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﹁ひとびとの跫音﹂
司馬遼太郎

会話における意思疎通を阻む要因につい
て解説し、コミュニケーション力を高め、
対人能力を磨きたい人におすすめの心理テ
クニック集。

まちの 文 芸
おすすめ

が少なくなると言われていま

す︒
入浴時に温かいタオル
︵

の筋肉のストレッチになりま

左右にゆっくり動かすと︑眼

秒ずつ眺めたり︑眼を上下

し︑眼を休ませる時間を増や

アイになることもあります︒

泌が悪くなることで︑ドライ

瞼板腺がふさがれて︑油の分

アイラインの化粧のため︑

化粧

圧迫することは︑眼球を傷つ

すが︑眼を直接強く押したり︑

ッサージなども効果はありま

に効果的です︒目の周りのマ

前や︑眼を使いすぎた後など

血行がよくなります︒お休み

分眼に当てると︑眼の周囲の

℃くらい︶を絞って︑2〜3

空気が乾燥し︑目の表面が

エアコン・暖房の使用

この場合には︑眼の周囲を温

けることがあるため︑やめま

しましょう︒

す︒コンタクトレンズをはず

使用していると︑涙の分泌量

︻今月のテーマ︼ 眼の疲れの原因﹁ドライアイ﹂
の分泌が促され︑眼の表面を
潤った状態に保っています︒

原因と予防

乾きやすくなります︒室内の

めると︑油の分泌が良くなり︑

しょう︒

日常生活の中で︑眼の疲れを予防していきましょう︒

な症状を引き起こす眼の病気

き︑荒れた状態になり︑様々

くなることで︑眼の表面が乾

量が減少したり︑乾燥しやす

る涙の主成分で︑眼の表面を

層は︑涙線から随時分泌され

させる働きをしています︒水

ほか︑パソコンモニターの位

的にまばたきの回数を増やす

乾燥しやすくなります︒意識

まばたきの回数が減り︑眼が

こともありますので︑生活に

様々な病気によって起こる

その他

眼を一定距離・一定方向で使

ビやゲーム機などの影響で︑

最近では︑子どもでもテレ

涙が眼を守る

です︒

潤して︑眼に酸素や栄養を供

支障がでるほど症状が強かっ

う機会が多くなっています︒

ドライアイとは？

症状とし

給しています︒殺菌作用もあ

置を目の高さよりも低くする

たり︑長く続く場合は︑眼科

その状態が長く続くと︑眼の

涙は内側から︑
ムチン
︵粘液︶

ては︑不快

り︑ほこりや細菌などを洗い

ことで︑眼を見開く範囲が少

で診てもらいましょう︒

様々な要因によって︑涙の

感や疲れ︑

流して︑眼を守る働きもして

なくなり︑乾燥を防ぐことが

筋肉が緊張して硬くなり︑特

に動くものを見る力︵動体視

力︶がうまく育たなくなりま

6〜8歳までに完成するため︑

2012. 3月号

６
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保健だより
仕事や家庭では︑パソコン︑携帯電話︑ゲーム機など︑集
中して眼を使うことが増えてきています︒眼の疲れをよく感
じ るようにはなって い ま せ ん か ？
眼の疲れの原因の多くが﹁ドライアイ﹂といわれています︒

湿度を保ち︑エアコンなどの

症状が改善することがありま

生活環境の要因としては︑

風が直接目に当たらないよう

す︒夜寝る前には︑化粧をし

眼の生活習慣病ともいわれる﹁ドライアイ﹂は︑眼の疲れ

層︑水層︑油層の三層構造に

パソコン作業

にしましょう︒

痛み︑涙が

います︒油層は︑上下のまぶ

できます︒

子どもの眼は特に注意

急に出る︑

たにある瞼板腺から分泌され

日常のケア

保つことが大切です︒

しょぼしょ

る油成分です︒目の表面に薄

けんばんせん

ぼするなど︑

は︑1時間に 分程度の休憩

眼の発育を妨げない環境づく

す︒子どもの視覚の発達は︑

ことが多い場合には︑日常的

りが大切です︒

生活の中で︑眼を酷使する

に眼をケアすることが大切で

をとるなど︑こまめに眼を休

す︒近くと遠くを交互に5〜

防ぐとともに︑眼球を傷つけ

い油膜をつくり︑涙の蒸発を

パソコン作業を続ける場合

様々です︒

次のようなものがあります︒

なっています
︵左上図︶
︒ムチ

っかり落として︑眼の清潔を

だけでなく︑肩こりや頭痛なども引き起こすことがあります︒

ン層は︑涙を眼の表面に安定

画面を凝視することにより︑

40

コンタクトレンズを長時間

☎7−2813

保健師

住民課幸福推進室

問い合わせ先

10

コンタクトレンズの使用

ませましょう︒
まばたきをすることで︑涙

ます︒

ないための潤滑油になってい

15

しあわせ

白 菜
もやし
人 参
豚バラ肉（スライス）
塩、こしょう
酒または水

300グラム
100グラム
60グラム
150グラム
少々
少々

作り方

エネルギー
塩分

341キロカロリー
0.5グラム

①白菜は洗って大きめのざく切りに、人参は大きめの短冊
切り、豚バラ肉は食べやすい大きさにそれぞれ切り、も
やしは洗っておく。
②大きめの鍋に、白菜の芯、人参、もやし、白菜の葉、豚
バラ肉の順に重ねる。
③鍋を火にかけ、塩、こしょうをふり、酒または水を少量
入れ、ふたをして蒸し煮にして、いただく。

野菜をたっぷり食 べる工 夫
◆毎食野菜を食べる習慣を
３食野菜を食べれば、グンと食べる量を増やすことができます（食事を抜いたり、野菜のない食事
では、必然的に野菜をとる量が少なくなります）。
◆野菜をたくさん食べられる料理を
具だくさん汁、お好み焼きやホットケーキにみじん切りにした野菜を入れると、手軽にたくさん食
べることができます。
また、生のままよりも火を通す（ゆでる、煮る、炒める）とたくさん食べることができます。
しあわせ

問い合わせ先

７
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住民課幸福推進室

栄養士

☎7−2813

﹁食﹂に関する情報をお伝えします！

材料と分量（2人分）

食 育 通 信

手軽に手に入る野菜のおすすめレシピ たっぷり野菜の蒸し煮

食べること
育つこと

全国・北海道・中川町に

おける野菜摂取量を比較す

ると︑北海道は全国的に下

位となっています︒さらに︑

野菜を食べよう
﹁目指せ1日350グラム！﹂

生活習慣病などを 予 防 し ︑ 健

康な生活を維持する た め の 目 標

値のひとつとして︑ 厚 生 労 働 省

は﹁野菜を1日35 0 グ ラ ム 食

べること﹂を提唱し て い ま す ︒

24

中川町の調査結果は︑北海

165

道の数値よりも低い結果と

141

野菜には︑ビタミ ン ︑ ミ ネ ラ

264

（全国中 43位） （全国中 37位）

なりました
︵左表︶
︒

272

ル︑食物繊維が多く 含 ま れ て い

285

日

中川町

301

ます︒これらは︑米 ︑ 肉 ︑ 魚 な

北海道

性

詳しいことは︑2月

国

女

どから得られる栄養 素 を 体 に 取

全

性

せ版をご覧ください︒

全国・北海道の数値は厚生労働省調べ、
中川町の数値は中川町調べ

発行の広報なかがわお知ら

北海道民は野菜を食べる量が少ない！
中川町民はもっと少ない！？

野菜の摂取量（グラム）の比較
男

り入れ︑エネルギー に 変 え ︑ 皮

このうち、緑黄色野菜は
120グラムが目標です

膚︑粘膜︑血液︑骨 な ど の 形 成

や維持に使われます ︒

350グラムの
野菜はこれくらい

☎7・2814

戸籍は︑生まれてから死亡するまでの身分関係
を登録した重要な公簿です︒明治5年の戸籍法施
行以来︑戸籍は手書きまたはタイプで記録・管理
されてきました︒その後︑平成6年の戸籍法改正
で戸籍をコンピュータ処理化できるようになり︑
中川町でも戸籍のコンピュータ化を実施すること
になりました︒
それに伴い3月 日からコンピュータによる戸
籍の証明の交付が始まる予定です︒
今まで手作業だった戸籍証明交付や︑届書など
に伴う事務処理が速くなります︒
戸籍の氏名の文字で︑書きぐせなどにより常用
漢字や人名漢字・漢和辞典などに載っていない文
字については︑辞書などに載っている文字に置き
換えて記録されます︒
詳しいことは︑広報なかがわ1月号2ページを
ご覧ください︒
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︻問い合わせ先︼
住民課住民サービス室

2012. 3月号

8

広報なかがわ

おしらせ君のテレビ電話は︑
町内の通話専用です︒110
番や119番︑その他の町外
に接続する電話番号にはつな
がりません︒
事件や事故︑火事や救急の
ときの緊急通報は︑一般加入
☎7−2819
総務課企画財政室
問い合わせ先

電話や携帯電話を使ってくだ

名寄消防署を経由して
中川消防支署につなが
ります

さい︒

中川消防支署につなが
ります

119 番

携 帯 電 話

番など

110 番

一般加入電話

番と

携 帯 電 話
一般加入電話

119

おしらせ君の
お知らせ
旭川方面本部につながります
（緊急通報以外の警察への相談などは、警察相談
電話（#9110）をご利用ください）

110

中川町内からの各緊急通報への接続先

3月17日から
戸籍の電算化がスタート予定

ご存じですか？

年4月1日からは︑高

高 額 な 外 来 診 療 を 受 け る 皆 さ んへ

平成
額な外来診療を受けたとき︑限
度額適用認定証や被保険者証な
どを窓口に提示すれば︑病院な
どでの1ヶ月間の支払いが一定
の金額にとどめられます︒
これまでは︑高額な外来診療
を受けたとき︑1ヶ月間の窓口
負担が自己負担限度額以上にな
った場合でも︑いったんその額
をお支払いいただき︑後で高額
療養費としてお返ししていまし
たが︑病院などの窓口に限度額
適用認定証などを提示すれば︑
限度額を超える分を支払う必要
はなくなります︒また︑保険薬
局︑指定訪問看護事業者につい
ても同様の取り扱いを受けるこ
とができるようになります︒
認定証の交付を受けるには︑

国民年金の﹁学生納付特例制度﹂と

歳未

ればなりません︒しかし︑学

っても国民年金に加入しなけ

に国民年金保険料の納付が猶

の所得が 一定額 以下の場合

満の方向けに︑本人と配偶者

また︑学生ではない

﹁若年者納付猶予制度﹂をご利用ください
歳以上の方は︑学生であ

生の方は一般的に所得が少な

予される﹁若年者納付猶予制

これらの制度を申請せずに

いため︑本人の所得が一定額
の納付が猶予される﹁学生納

保険料を未納のままにしてお

度﹂があります︒
付特例制度﹂があります︒対

くと︑不慮の事故などで障害

なお︑承認された期間は︑

象となるのは︑学校教育法に

業年限が1年以上ある課程︶
︑

老齢年金を受け取るために必

が残ったときに障害年金を受

一部の海外大学の日本分校に

要な期間に参入されますが︑

規定する大学
︵大学院︶
︑短期

在学する方です︒また︑夜間

年金額には反映されません︒

け取ることができなくなりま

・定時制課程や通信制課程も

就職などで収入が得られるよ

大学︑高等学校︑高等専門学

含まれます︒この制度の承認

うになったら︑将来受け取る

す︒

期間は︑4月から翌年3月ま

年金を増やすため︑

年以内

でです︒次の年度も在学予定

校︑専修学校︑各種学校︵修

以下の場合︑国民年金保険料

20

要事項を記入して郵送してく

の用紙を送付しますので︑必

の方には︑4月初めに再申請

用ください︒

ができる﹁追納制度﹂をご利

であれば保険料を納めること

ださい︒

︻問い合わせ先︼

旭川年金事務所

☎0166・27・1611

2012. 3月号

限度額適用・
標準負担額減額認定証
非課税世帯などの方 願いします

30

10

申請者本人と配偶者の前年所得が
収入ベースで122万円

広報なかがわ

9

役場に保険証と印鑑を持参し申

して認定証の交付申請をお

24

請をお願いします︒

課税世帯などの方

または
・70歳以上の

保険証
役場に保険証と印鑑を持参

限度額適用認定証
・70歳未満の方

高齢受給者証
保険証
必要ありません
70歳以上の

病院・薬局の窓口で提示するもの
事前の手続き
高額な外来診療受診者

☎7−2814
住民課住民サービス室
問い合わせ先

こくほ

確定申告は
3月 日まで
平成

年分の所得税の確定
日まで行われています︒

申告の相談と申告書の受付が
3月
確定申告が必要な方は期間内
に申告をお済ませください︒
申告書は︑国税庁のホーム
︶
ページ︵ http://www.nta.go.jp

の﹁確定申告書等作成コーナ
ー﹂で簡単に作成することが
でき︑作成した申告書は送付
により提出できます︒
さらに︑ｅ ︱ＴＡＸ︵イー
タックス︶を利用すると︑税
務署に行くことなく︑自宅や
オフィスからインターネット
を利用して申告や納税︑様々
な申請・届出などができます︒
役場では確定申告期間に合
わせて︑住民課住民サービス
室に臨時の申告相談窓口を開
設していますのでご利用くだ
さい︒
︻問い合わせ先︼
住民課住民サービス室

たく や

はやて

15

☎7・2814

こんにちは
米寿おめでとう
ございます

岡田富美子さん（77歳）
岡田穰一さん（77歳）
原口トシ子さん（77歳）

23

15

の
ち
ま ご 長寿さん

喜寿おめでとうございます

赤ちゃん

伊藤キヨさん（88歳）

加藤颯天ちゃん

松本卓也ちゃん

お父さん 孝 彦 さん
お母さん
愛 さん

お父さん 晴 康 さん
お母さん 直 子 さん

2012. 3月号

10

広報なかがわ

平成

議会総務常任委員会

月27日

農 業 委 員 会 総 会

月

日

特別職報酬等審議会

月14日

選 挙 管 理 委 員 会

16〜17日

議 会 運 営 委 員 会

中川消防支署から
日に挙行されました︒

出初式が挙行されました
年中川消防団出初式が1月

寒い中︑町民の皆さんにご協力とご観覧をいただき誠にありがとうございました︒おか
げをもちまして無事に終了する事ができましたことを関係者一同心より感謝申し上げます︒

今年は龍の雪像
今年も町民の皆さんに見て楽し
んでいただくことと火災予防ＰＲ
を目的として︑消防支署前に雪像
今年の干支が辰でありますので

を展示しています︒
龍を作成しましたが︑形が難しく
2月末まで展示を予定していま

今年は特に苦労しました︒
すのでぜひご覧ください︒

火災・救急出動件数

平成24年1月31日現在

住宅用火災警報器を設置していない方はお早めにお願いします︒

︵

ありがとう
ございます

社会福祉協議会︑一心苑に寄付

母︵ユキ様︶死去に際して

石井 國雄 様

上野ハチヱ 様

離町に際して

社会福祉推進のために

中川消防団 様

中川町消防後援会 様

社会福祉協議会︑一心苑に寄贈

大富一婦人部 様

季節のものを含めて次の方々

より﹁志﹂

ユキ

様︵ 歳︶

謹んでお悔やみ
申し上げます

中 川 石井

ご結婚おめでとう
ございます

徳 家 明 希 様︵5 区︶

水 野 裕 美 様︵3 区︶

2012. 3月号

10

中川消防支署へのご相談︑お問い合わせは☎7・2119番まで

広報なかがわ

11

88

件
件
火災出動
救急出動

月26日

議会・
各種委員会の
開催状況

24

12月〜1月の入札・契約結果
工事・業務名

入札結果

入札参加業者
（※落札業者）

予定価格
（円） 契約金額
（円） 落札率

工事などの概要

期

間

備 考

第1回入札金額（円）第2回入札金額（円）

600,000

※㈱三和電機

着手 平成23年12月 日

平成23年度
中川町農業者
トレーニングセンター
誘導灯交換工事

682,500

630,000

随意契約

92.3％ 誘導灯交換一式
竣工 平成24年 月31日

2,600,000

※かたやま測量㈱

着手 平成24年 月16日

平成23年度
森林情報緊急整備
森林ＧＩＳ構築業務

2,814,000

森林情報と地図情報等を
97.0％
電子媒体上で統合する業務

2,730,000

随意契約
完了 平成24年 月31日

1,020,000

※かたやま測量㈱
平成23年度
森林情報緊急整備
大型プリンター
購入事業

1,099,350

※図書館流通センター

1,071,000

97.4％

スキャニング機能を搭載した
大型複合型プリンターの購入

2,565,000

平成22年度
中川町中央公民館
図書室図書購入事業

2,699,895

99.8％

2,693,250

中川町中央公民館図書室
購入図書
1,572冊

1,100,000

※かたやま測量㈱

随意契約
納入期限
平成24年 月31日

随意契約
納入期限
平成24年 月31日

着手 平成24年 月24日

平成23年度
中川町道路台帳
修正委託業務

1,218,000

94.8％ 道路台帳修正1.75km

1,155,000

随意契約
完了 平成24年 月19日

問い合わせ先

総務課企画財政室

☎7−2819

駐 在 所

振り込め詐欺の被害を防ぎましょう

﹁電話番号が変わった﹂﹁先に保証金を払え﹂﹁必ずもうかる﹂

といった電話やメールが来たら︑詐欺の可能性を疑いましょう︒

不審な電話がかかってきたり︑身に覚えのないメールなどが送

られてきたら︑すぐに警察や家族に相談しましょう︒

少年の非行や犯罪被害を防ぎましょう

◆非行防止は家族から

親子の会話や家族の団らんを心がけ︑子どもが安らぐこと

ができる家庭をつくりましょう︒

◆インターネットには危険がいっぱい

サイトなどを通して犯罪に巻き込まれたり性的な被害に遭

う恐れがあることをしっかりと考えましょう︒児童ポルノは︑

一度インターネットに流出してしまうとい

つまでも残ります︒犯罪被害に遭わないた

めに子どもの携帯電話にはフィルタリング

を設定しましょう︒

◆万引きは犯罪

自分が万引きすることはもちろん︑見張りをする︑命令を

する︑盗んだものをもらうことも犯罪になります︒

◆断る勇気︑ストップ薬物

薬物に誘われても﹁絶対手を出さない﹂という断る勇気を

もちましょう︒

︻問い合わせ先︼ 美 深 警 察 署 ☎2・1110
中 川 駐 在 所 ☎7・2019
佐 久 駐 在 所 ☎8・5071
警察相談電話 ☎ ＃ 9 1 1 0

広報なかがわ
2012. 3月号

12

お 知 ら せ

自衛官などを募集します
受験種目

一般・技術
幹部候補生

予備自衛官補
（一般）

予備自衛官補
（技能）

応募資格

20歳以上28歳未満
（平成25年4月1日現在）
※学士などの取得状況によ
って異なります

18歳以上34歳未満
（平成24年7月1日現在）

18歳以上55歳未満
（平成24年7月1日現在）
※保有する国家資格などに
よって異なります

☎01654−2−3921
【問い合わせ先】自衛隊旭川地方協力本部名寄出張所

国家公務員採用試験の
受付が始まります

青年国際交流事業に
参加しませんか

︵平成

〜

月︶﹂

年1〜3月︶﹂
﹁東南

アジア青年の船
︵

•総合職試験

ト受付期間

を身につけた次代を担うにふ

国際的視野と国際協調の精神

相互理解と友好を深め︑広い

国の青年との交流を通して︑

当

策総合推進室青年国際交流担

内閣府子ども若者・子育て施

︻問い合わせ先︼

日〜

•一般職試験︵大卒程度︶
4月

日

日〜7月5日

19

4月2日〜9日

︵院卒者・大卒程度︶

さわしい青年を育成するため︑

☎03・3581・1181

ます︒

事業の参加青年を募集してい

12

北海道総合政策部知事室

内閣府では︑日本と世界各

10

青年国際交流事業を実施して

◆試験の種類とインターネッ

25

います︒現在︑平成 年度に

6月

•一般職試験︵高卒者︶

10

第二課試験係

人事院北海道事務局

︻問い合わせ先︼

http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html

◆申し込み専用ＵＲＬ

26

☎011・241・1248

実施する﹁国際青年育成交流

☎011・231・4111

国際課国際交流グループ

月︶﹂﹁世界青年の船

品︵商品券︶﹂の利用は︑3月 日︵木︶までです︒期限

9月に開催した中川町敬老会で贈呈した﹁敬老記念

敬老記念品︵商品券︶の
ご利用はお早めに

ラム︵

活動コアリーダー育成プログ

親善交流︵9月︶
﹂﹁青年社会

交流︵9月︶
﹂
﹁日本・韓国青年

︵9月︶
﹂
﹁日本・中国青年親善

24

☎7・2813

を過ぎると使えなくなりますので︑お早めにご利用く
ださい︒
︻問い合わせ先︼
しあわせ

2012. 3月号

10

住民課幸福推進室

広報なかがわ

13

8

4月13〜16日のうち指定する1日
5月12・13日
（13日は飛行要員のみ）

試 験 日

必着
4月4日
必着
4月27日

受付期限

IT化社会の波を乗りこなそう
中川商業高校開放講座として行われた初歩のパソコン教室には、多く
の参加者が訪れ、高校の先生方の丁寧な指導を受けながら、パソコン操
作の基本を楽しく学びました。

発行

中川町

国

境

子どもたち、あまりの怖
さに泣き出す子どもたち。

1,826人（−

）

それぞれの心の中に潜

男

902人（−

）

む悪 い 鬼を退 治 できた

女

924人（−

）

世 帯 数

897戸（±

）

（

印刷

きた赤鬼に豆をぶつける

（1月31日現在）
口

総務課総務町政室

幼児センターにやって

町 の人口
人

編集

）は前月末との差を示します。

でしょうか。節分を過ぎ
ると暦の上では春。例年
よりも多い雪に覆われる
中川町にも、もうすぐ春
がやってきます。

〒098-2892 北海道中川郡中川町字中川337番地 ☎
（01656）7−2811
中川町HPアドレス http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp
中川町携帯用サイト http://www.town.nakagawa.hokkaido.jp/i
（NTTドコモの「i-mode公式メニュー」からもごらんになれます。
）

E-mailアドレス nakagawa@hokkai.or.jp

携帯用サイトアドレスが二次元バーコードで簡単入力可能
（ご使用にあたっては、携帯の取扱説明書をごらんください）

