して日ごろのストレスを発散しま

対象
日︵木︶午前 時〜

家庭の親子

日時 ３月
午後 時半ごろ
場所

保健センター調理室︵託児

︵学︶北工学園が道の福祉のまち

う︑直腸︑小腸︑肝臓機能障害

の心臓︑腎臓︑呼吸器︑ぼうこ

体幹︑免疫︑視覚障害者②１級

東川町に住民登録のない方は︑

余裕をもって申請してください︒

ご旅行の際には出発までの期間に

まで２週間程度かかりますので︑

るようになります︒申請から交付

ら役場窓口で受け付け︑交付でき
持ち物

場所 Ｂ＆Ｇ海洋センター

内容

事長︶の地域生活支援センター

づくりコンクール受賞

者③療育手帳﹁Ａ判定﹂の方④
従来どおり上川支庁︑北海道の窓

申し込み︑お問い合わせ 生涯学
﹁ふれ愛の郷﹂が 年度北海道福

募集

組程度︵要予約︑お子さ

んはお母さん同士で託児︶

お子さんが安心して遊べる場所

﹁よちよち教室﹂
の開催

費用
い︶
募集

昼食代︵個人負担︒当日払

日︵託児室準備

組程度︵要予約︶

のため︶

締め切り ３月

教育委員会から

祉のまちづくりコンクールの活動
部門を受賞し︑１月 日札幌市内
で受賞式がありました︒
同センターは同学園の北海道環
境福祉専門学校︑旭川福祉専門学

きました︒
地域の高齢者︑障がい者︑児童︑
幼児を対象にして︑生きがい︑介
護予防︑子育ての３分野でそれぞ
れ無料デイサービス活動をしてい
その活動は学生の教育カリキュ

ます︒
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く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
役 場 窓口で旅 券︵パスポ ート︶
の

日︵金︶午前 時〜
は集団健診室︶

乳幼児以前の非進行性脳病変に
口︑または住民登録をしている市
をお考えのみなさん︑親子で楽し
︱２１ １ １ ︵ 内 線５ ８

持ち物 エプロン︑三角巾︑手ふ

よる運動機能障害者︵児︶のう
町村窓口︵一部市町村︶で手続き
く遊びながらお友だちをつくりま
習課☎

家庭にいる親子ならどなた

でも︵零歳児以上の子と親︶

対象

留 守 家 庭 学 童 保 育センターへの
学校終業後の放課後の帰宅時間
校とともに︑町内の進化台キャン

入所児童の新規募集

パスにあります︒町が建設時に建

日︵木︶午前 時〜
に留守となるご家庭の児童を対象

正午
にして保育している留守家庭学童

赤ちゃん体操など︒茶話会

を予定しています︒先輩のお母
設費を半額補助し︑両専門学校の

内容

学生︑教員が中心となって町と同

〜３年生までの児童︵定員の範
囲内で小学校４年生以上も可︶
期間 ４月１日から翌年３月31
日

学園共同の地域支援活動を進めて

保育センター︵東町１丁目７の５︶

組程度︵要予約︶

町内４小学校に通学する１

の新年度入所者を募集します︒

しましょう︒

〜

子育て支援センタープレイ

ルーム

場所
募集

本年度最後のお楽しみ会です︒

﹁おたのしみ会﹂
を開きます

対象

さんを囲んで子育てについて話

日時 ３月

きタオル

ち︑移動機能障害者︵児︶⑤精
をお願いします︒詳しくは住民登

２︶︑直☎ ︱３２００

上靴︵親子︶︑飲み物︑

神障害者保健福祉手帳１級︱の
録のある各市町村にお問い合わせ
しょう︒零歳児対象ですが︑お兄

︱５

23

タオル

いずれかに該当し︑なおかつ重

ちゃんお姉ちゃんも一緒にどうぞ︒

登録のある方
月〜金曜日︵土︑日︑

祝・祭日︑年末年始の閉庁日を

取り扱い

申し込み︑お問い合わせ

東川町

右記と同様の午前９時から

除く︶午前９時から午後４時半
交付
午後５時まで

地域子育て支援センター☎

幼児センターから

旬ごろ︑対象と思われる方に申

21

︵学︶北工学園︵新谷龍一郎理

度心身障害者医療費受給者証が
ください︒

身体障害者手帳︑療

原則として東川町内に住民

窓口 役場１階１番窓口

内容 ５００ 円分チケット︵年間
枚︶交付予定︵自動車税の課
枚︶

税免除適用を受けている方は年
間
必要なもの
育手帳︑精神障害者保健福祉手
帳のいずれか︑印鑑︵申請は本
人または代理の方︶

請書を郵送する予定です︒審査
１００

受け付け・チケット発行 ３ 月下

の上︑４月以降にチケットを簡
易書留で郵送します︒
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

「ありがとう 絆深める 合言葉」

みんなで楽しめるゲームなどを計

キャッチ賞

画しています︒

「守ろうよ 素敵な自然と 尊い命」

子育て中のお母さん︑体を動か

キャッチ賞

﹁子育て講座﹂
の開催

Photo by DAIDO MORIYAMA

住民福祉課社会福祉室

に対して割増賃金の引き上げ努力
義務︵労使協定︶③年次有給休暇

歳を迎えるに当たって﹁これ

「青春キャッチ5・7・5」
（平成20年度入選作品）最終回

︵保健福祉センター１階︶

講演﹁不良老人宣言〜より

豊かな人生を考える﹂

内容
を時間単位で取得可能︵同︶︱な
どです︒
お問い合わせは北海道労働局労
働基準部監督課☎０１１︱７０９
︱２３１１︵内線３５３３︶︑最
寄りの労働基準監督署に︒

寄付

までの健康に感謝し︑これからの

お問い合わせ／「おはなしの会ピッピ」三戸部さん☎82−5278

申請先

ラムの一貫としても導入され︑福
講師

祉︑介護人材の育成に大きく貢献
会費 ５００円︵当日︶

写真家︑竹田津実氏

しているという点が高く評価され
好蔵寺︵両瀬さん︶

︱２６５５

東川町老人クラブ連合会

ましょう

老 人クラブで趣 味の世 界を広げ

☎

お問い合わせ

ました︒
︑福祉

年度の同コンクールでは︑公
共施設部門６︑活動部門
用具部門３ の各団体がそれぞれ道
内選定になりました︒

みずほコーラスの新 会 員を 募 集
間を募集しています︒﹁楽しく遊

町内の老人クラブでは新しい仲
みずほコーラス

82
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・森山大道写真展「北海道−第
2章／展開」
絵本の読み聞かせと手遊びなどで楽しく過ごしましょ
う。後半は簡単な工作と参加者同士の交流です。
☆年齢に関係なく、どなたでも参加できます。
（会費はありません。申し込み不要）

します
ぶ﹂を合言葉に︑趣味の世界を広
げる活動に一緒にご参加ください︒

一緒にコーラスを楽しみましょ
う︒気軽に口ずさんでもらえるよ
趣味を通じた仲間作りが進むと生
味の世界を見つけることもできま

活に張りあいが出ます︒新たな趣

うな曲を中心に選曲し︑週１回の

す︒まずは気軽に話し合える友人

２月１日︑東川町森林組合理事
︶から町に多額の寄付をいた

の上岐登牛地区︑加野真一さん
︵
康確保︑仕事と生活の調和を図る

だきました＝写真右＝︒
ことを目的として︑今年４月から

ご厚意です︒町では写真の町株主
制度への寄付金として受領しまし

健太）
川口
（高校生の部

川原 彩友美）
（中学生の部

練習活動をしています︒
募集 女性︵年齢不問︶

︱２７７０︵石澤さん︶まで︒

４月︑
労働基準法が改正されます

☎

に地域の老人クラブ︑老連事務局

ご入会︑お問い合わせはお気軽

を増やしましょう︒

会費 １千５００円︵月額︶
午後７ 時半から同９時

くらい︵毎週火曜日︑農村環境

練習時間

山口さん︵自宅☎

改善センター︑東川神社︶
お問い合わせ
︱２９０７︶

北海道労働局

好蔵寺

長時間労働の抑制︑労働者の健

さまざまな分野で活躍する人々

時間を

た︒
時間など︶を超える時間外労働

︵猶予措置あり︶②限度時間︵月

超えて時間外労働をする場合︑割

好蔵寺会館ホール︵北町８

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

丁目︶

場所

増賃金率を５ 割増し以上とする

主な改正点は①１カ月

町の振興のため役立てたい﹂との

をゲストに迎えて語り合う﹁ヒュ

労働基準法が改正になります︒

案内

ヒューマン・フォーラム開 催のご

10

15

東川町文化ギャラリー
東町１丁目19-8 ☎82-4700
○2月19日(金)〜3月29日(月)

にちじ：3月26日(金) 午前10時半〜同11時半
ばしょ：文化交流館絵本ルーム
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Higashikawa 2010 March

重度心身障害者を対象にハイヤ
しょう︒
日時 ３月

受け付け︑交付が始まります
これまで道︑上川支庁で行われ

ー料金を助成します
ていた海外旅券︵パスポート︶の

家庭の親子

重度心身障害者を対象としてハ

対象

イヤー・タクシーチケットの料金
正午

10

﹁障初﹂﹁老初﹂の方︵福祉施

ミニバレー

申請・交付手続きは︑４月１日か

25

設等に入所している方は対象に

①１級または２級の下肢︑

を助成します︒

12

対象

対象

10

なりません︶

活動部門で代表受領した新谷理事長（中央右、
札幌市内のかでる2・7）
Photo by DAIDO MORIYAMA

12

18

82

15

10

お誘い合わせてご参加ださい︒

ーマン・フォーラム﹂を開きます︒

82

日時 ３月６日︵土︶午後１時

60

写真の町ギャラリー展示案内

０歳からのおはなし会

82

82

45
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