林公園臨時バス停﹂間︒乗車料金
は大人１５０円︑小人 円︒

払いを開始しましょう︒再就職ま

くても

歳までに必ず保険料の支

の加入手続きはこまめに行い︑遅

サービス提供は旭川ケーブルテ

川︑尾﨑吉一社長︶が運営します︒

契約で旭川ケーブルテレビ㈱︵旭

回線とは別に町が敷設し︑通信卸

光 フ ァ イ バ ー 回 線 網 は ︑Ｎ Ｔ Ｔ

さい︒

トウシ森林公園発﹂をご利用くだ

分・道草館前発﹂﹁

保健福祉課から

時 分・キ

申し込み︑お問い合わせは︑福
祉のことは社会福祉室︵内線５６
０３︶︑健康のことは保健指導室
︵内線５０５︑５０６︑５０７︶

ス︶
がオープン

﹁コローレ東川﹂︵児童デイサービ

通所対象は午前が幼児︑午後が
小学生です︒利用前に手続きが必
要です︒

北町１丁目２︱

在所斜め裏︶

場所

︵東川駐

幼児︵前９時〜正午︶︑小

コローレ東川☎

町民の方

場所
講話﹁塩との上手なつきあ

保健福祉センター

負担︶

筆記用具︑エプロン︑三

角巾︵食材料の一部100円を

持ち物

者は体脂肪測定もできます︶

い方﹂︑調理実習︑試食︵希望

内容

午後１時ごろ

日時 ９月７日︵火︶午前 時〜

対象

ます︶︒

進員となる単位を取ることができ

よう︵希望する方は食生活改善推

クして食生活の見直しを考えまし

バランス︑味付けなどをチェッ

ます︒

近な材料を使って︑調理実習をし

の大切さを考えてみましょう︒身

自分で守る﹂を柱に︑改めて健康

増加しています︒﹁自分の健康は

などから起きる生活習慣病が年々

食事の不適切な摂取︑運動不足

食事で健康﹁栄養教室﹂

︱６０２９

お問い合わせ

その他 送迎サービスあり

・日・祝祭日

学生︵後２時〜同５時︶︑休日

預り

10

74

東消防署から

︱０１１９

お問い合わせは大雪消防組合東
消防署☎

消防車両を払い下げます

年式︶②トヨタ

ラ

①トヨタトヨエー

消防車両の競売払い下げを行い
ます︒
ス︵昭和

払い下げ車両
ンドクルーザー︵平成３年式︑
日︵木︶午前９

スノープラウ付き︶
時

競売日時 ９月
大雪消防組合東消防署

一階会議室

競売場所
その他 印鑑持参

﹁救急の日﹂にちなんでＡＥＤ

救急講習会を開きます
︵自動体体外式除細動器︶を使う
救急講習会を開きます︒
東消防署

日時 ９月９日午後６時半
場所

受講料
人︵当日受け付け可︑先

無料

加藤一哉医師

講師 町立ぴっぷクリニック院長︑

定員
着順︶

幼児センターから

︱５１００

申し込み︑お問い合わせは幼児
センター ☎

16

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
バンドのインターネット通信︑ケ

での期間が短い場合でも必ず国民
レビが行い︑回線網を利用するた

時

年金第１号被保険者として加入手

しません︒定時路線便の﹁

続きをし︑保険料の支払いを忘れ
めには︑同社と個別に利用契約を

お問い合わせは公共施設管理室

都市建設課から

結ぶ必要があります︒

企画総務課から
お問い合わせは企画総務課︵内
︵内線２４０︶

イサービス﹁コローレ東川﹂が東

線２２６︑２２１︶
個性の強いお子さん︑発達に心

川小学校そばにこのほどオープン

配のあるお子さんを預かる児童デ

９月４日︵土︶︑５日︵日︶の

時運行
両日キトウシ森林公園で開く﹁第

くらし楽しくフェス︑町営バス臨

回くらし楽しくフェスティバ

光ブロードバンドのインターネッ

光回線の高速ブロードバンドイ
ル﹂に合わせて︑町営バス直行便

ト︑光ケーブルテレビ視聴が可能

ンターネットサービスを利用でき

区間は﹁道草館前︱キトウシ森

しました︒

ない町内エリア︵キトウシ地区な
を臨時運行します︒

に

15

83

ーブルテレビの視聴が可能な高速

15:40

の﹁免除申請﹂手続き︵雇用保険

なりました︒詳細は近く各地区コ

15:30

受給資格者証または離職票を持参︶
歳から支給開始になる国

４

情報通信回線網を整備することに

原則

13:10

をしましょう︒

開いてご説明します︒開催日時が

ミュニティーセンターで説明会を
決まりましたら別途お知らせしま

の公的年金を受け取るには︑国民
年金︑厚生年金︑各種共済年金の
す︒
﹁東川町地域情報通信基盤整備

いずれかの公的年金保険制度に加

事業﹂として︑高速インターネッ

13:00

４日︵土︶は臨時﹁４便﹂を運行

３

16

63

入し︑その保険料支払い月数︑合
年間︶以上あるこ

算対象期間︵カラ期間︶を合わせ
て３００月︵
トサービスを利用可能にする情報

11:10

ないようにしましょう︒

通信回線網の整備です︒

11:00

旭川年金事務所は☎ ︱１６１１

老後の生活のため︑国民年金へ

とが必要です︒

２
45

30

9:10

ど︶にお住まいの皆さまを対象に︑
町は来年1月末までに光ブロード

家族で体を動かしましょう︒お

５年に１回ごとに行われる国勢調査の実施年です。
９月下旬以降、国勢調査員が
皆さまのご自宅を訪問します。

家族運動会を開きます

時〜

兄ちゃん︑お姉ちゃんも一緒に楽
しく遊びましょう︒
日︵日︶午前

対象 家庭の親子
正午

日時 ９ 月
親子運動会︵簡単な親子運

動とあそび︶

内容

動きやすい服装︑上靴

場所 幼児センタープレイルーム
持ち物
︵親子︶

子 育て講 座ミニバレー 大 会にご

時〜

子育て中のお母さん︑体を思い

参 加を
っきり動かしましょう︒
日︵金︶午前

対象 家庭の親子
日時 ９ 月
ミニバレー

正午
内容
西部地区コミュニティセン

ター
上靴︵親子︶︑飲み物︑

場所

タオル

持ち物
要予約︑お子さんはお母さ

ん同士で託児

参加

乳幼児に多いけがなどの応急手

乳幼児のための救急講習会
当の方法︑ＡＥＤ︵自動体外式除

時〜

細動器︶を使う救急心肺蘇生の実
日︵金︶午前

技講習を開きます︒
日時 ９ 月

平成22年国勢調査が始まります

Higashikawa 2010 September
2010 September

17 Higashikawa

東川町国勢調査実施本部（地域活性課地域づく
り推進室内）☎82−2111（内線370）

27

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

住みよいまちづくりのために

82

9:00

70

１
【住民票の届け出にかかわらず対象になります】
住民票の届け出にかかわらず、10月１日現在住
んでいる場所で世帯ごとに調べます。
①３カ月以上住んでいる人
②最近移り住んで３カ月にな
っていないが、10月１日の前
後を通じて３カ月以上住む
予定の人
③出張、旅行など一時的に自
宅を離れている人で、10月
１日の前後を通じて３カ月
以上町内に住む予定の人
④住居を２つ持っていて週の
中で行き来しており、町内に
寝泊りする日が多い人（工
事現場の宿泊所など）
⑤町内の老人ホーム、グルー
プホームに入居している人
（ホームの住所で調査しま
す）
⑥町内の診療所、介護老人保
健施設に入所し、
３カ月以上経過している人
⑦定まった住所を持たず、10月１日現在町内に滞
在していた人
【調査内容】
大きく分けて世帯員一人ひとりに関する項目、世
帯に関する項目の２分野の質問をします。ほとんど

49

50

便名 道草館 キトウシ森林
公園発
発

は調べなくても応えることができる簡単な内容ばか
りですが、分からない場合はコールセンターにお問
い合わせください（国勢調査コールセンターは☎
0570−01−2010）。
【調査票の提出方法が変わりました】
調査票は封に入れ、回収にいく調査員に渡してく
ださい。郵送用封筒で郵送していただくこともでき
ます（調査票配布の時にお申し出ください）。調査
員が調査票を見ることはあ
りません。
調査票の提出が確認で
きない場合、調査員が再訪
問する場合もあります。
【 個 人 情 報は保 護されま
す】
統計法によって個人情報
保護が定められています。
調査員は調査票を開封せ
ずに役場に提出します。国
勢調査に従事する者は、守
秘義務が課せられています。
【詐欺にご用心】
皆さんのお宅を訪問する
調査員はすべて
「調査員証」
（イラスト図）を付けることを
義務付けられています。不
安な場合は調査員証の提示を要求し、身分をご確
認ください。
国勢調査は国の最も重要な統計調査です。
５年
に一度全国一斉に実施し、日本の明日をつくるた
めの基礎資料となります。10月１日現在居住してい
ることを調べ、将来のまちづくりなどに活用されます。
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