﹁エキノコックス対策事業﹂が始ま

街地以外の町道などに︑1平方キ
ロメートル当たり 個程度を散布
エキノコックスはキタキツネや

します︒
野ネズミの体内で生活する寄生虫

講師

佐藤亜紀子さん

です︒まれに人に寄生することが
あり︑肝臓に害を及ぼすなど重病
講演会︑啓発チラシ配布︑各小

になることがあります︒
学校の﹁きつねさん教室﹂開催︑

公益を目的とする事業です︒どう
ぞご利用ください︒

エキノコックス健診なども実施し
ます︒
感染予防として次のことに気を
つけましょう︒
①キツネにえさを与えたり触らな

︵

︶が役場に多額の現金を寄付
しました︒２年前に引き続いて３
長年水田中心の農業を営んでき

回目です︒
ました︒所有していた機械ともど

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

も耕作地の大半を次の経営者に引

お弁当とおやつを持って出かけ

親子バス遠足
ましょう︒目的地は﹁けんぶち絵

き継ぎ︑﹁古希記念に﹂と今回の
年から基盤整備を始め︑

寄付になりました︒
﹁昭和

年には水田耕作用のトラクター
を勉強するために釧路に行った最
初の３人だった︒次の年には町内
で初めて当時１００万円の外国製
のトラクターを借金をして導入し
たことが懐かしい﹂と思い出を話
﹁震災︑津波の被害にあった人

制度に充当し︑小学校建設等資金

いただいた現金はふるさと株主

しました︒
たちのために﹂と町内の小︑中学

として役立てます︒
日本大震災の被災者のための義援
金を集め︑日本赤十字社東川町分

テレビ受信者支援センター

地上デジタル放送に関してご要望

総務省テレビ受信者支援センタ

に応じてご自宅におうかがいする

ー︵デジサポ道北︶は︑テレビの
日現在︶︒

無料地デジ相談を実施します︒ご

お志しありがとうございました︒

●東川小学校４万２千３９１円

希望の方はご相談ください︒
テレビ放送は︑現在放送中のア

●東川第一小学校１万５千２８１

ナログ放送が７月 日で終了し︑

円●東川第二小学校４万８千６３

各校の義援金額は次の通り︵５月

区を通じて被災地に送りました︒

デジサポ地デジ相談

校４校の児童︑生徒︑保護者が東

小︑中学校が義援金

本の館﹂︒大型バスを用意します︒ 被害者救済に役立てて︱町内の
日︵金︶午前９時半

着替え︑帽子︑お弁当︑

家庭の親子

組程度︵要予約︑先着順︶

けんぶち絵本の館

〜午後１時半

日時 ６月
場所
募集
対象
持ち物

敷物︑飲み物

お問い合わせは︑東消防署☎

大雪消防組合から
︱０１１９

住宅用火災警報器の義務化スタ
ート
６月から住宅用火災警報器の設
置が消防法で義務化スタートしま
した︒まだ設置していないお宅は
必ず設置をお願いします︒

自動体外式除細動器︵ＡＥＤ︶
を
安全・安心のための町づくりの

貸し出します

６円●東川中学校８万４千５５３

３円●東川第三小学校７万１５４
円

４月

日︑

区の秋葉功さん

秋葉さんが
﹁古希記念に﹂
と寄付

時〜午後５時

日〜８月

日までの

すべて地上デジタル放送に移行し
ます︒
午前

日時 ６月
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予防注射３千 円

りました
安心安全な生活を守り農産物生
コックス対策事業︵野生生物との

産の安全性を高めるため︑エキノ
共生環境整備︶として町内に虫下

回町民体育祭の参加チーム

を募集します︒初夏に誘われて健

第

募集！ 町民体育祭参加チーム

康づくり︑親睦を深めましょう︒

し薬を魚粉︑チョコレート製造の

人に使用することができる虫下

しました︒

コックス予防対策としてスタート

のためキツネを媒介としたエキノ

向にあることがわかりました︒そ

近年︑寄生したキツネが増加傾

し薬入りのえさ散布を行います︒

半選手集合︑同９時開会式

開催日 ７ 月３ 日︵日︶午前８時

町民の方︑町内の事業所・

場所 町民運動公園︵北町１丁目︶
資格

日︵金︶

各種学校などにお勤め・在校生
の方
締め切り ６月

㌘で︑カレー

時に使用する油と一緒に混ぜ合わ
のインスタント固形ルー状の色︑

せました︒1個約
形をしています︒飼い犬や人が口

福祉は社会福祉室︵内線５０

保健福祉課から

導室︵内線５０５〜５０７ ︶︑高

２〜５０４︶︑健康と食は保健指
に入れても害がないものです ＝写

親子クッキング

︱5100

子育て支援センター☎

申し込み︑お問い合わせは地域

幼児センターから

月﹂﹁来年３ 月﹂の奇数月に︑市

﹁５月﹂﹁７ 月﹂﹁９月﹂﹁

真＝︒

齢者介護は地域包括支援センター
︵内線５０８︶

本年度上半期の
﹁子ども手当﹂支
﹁子ども手当﹂は︑４〜９月ま

給は昨年どおり
で６カ月間︑これまでと同額の月
額１万３ 千円を引き続き支給しま
月に届け出︑申請など

す︒６月の﹁現況届﹂提出は不要
ですが︑
今年２〜５月分の手当は︑６月

が必要となる場合があります︒

月３ 日︵月︶

しています︒ご確認ください︒６

１ 日︵水︶︑指定口座に振り込み
〜９月分の手当は
に支給予定です︒

い︒
②キツネが近寄らないよう生ごみ
等は適正に管理する︒
③飼い犬が野ネズミやキツネの排
せつ物に近寄らないよう放し飼
親子で野菜をたっぷり使う料理
を作ります︒
時〜

時〜

一環として︑東消防署では自動体
外式除細動器︵ＡＥＤ︶の無償貸

東川第三小学校は岡村あかりさんが
役場に持参しました（5月23日）

いにしない︒
またはよく洗って食べる︒

④山菜や野山の果実は十分に加熱︑

正午

日時 ６月９日︵木︶午前
保健福祉センター調理室

︵託児あり︶

場所

締め切り ６月６日

美さん

日︵木︶午前

子育て支援センタープレイ

対象は町主催行事︑町内会︑行

し出しをしています︒
政区︑地区公民館︑老人クラブな

38

⑤外から帰ったら必ず手洗いする︒
⑥沢水は生のまま飲まない︒

食事で健康﹁栄養教室﹂

内容 野菜を使う料理

組程度︵要予約︶

習慣病が増えています︒﹁自分の
対象 子育て中の親子

募集

健康は自分で守る﹂ため食事の大

不適切な食事︑運動不足で生活

切さを考えましょう︒身近な材料
講師

場所

正午

日時 ６ 月

対象 零歳児の乳児とお母さん

緒にどうぞ︒

が︑お兄ちゃん︑お姉ちゃんも一

つくりましょう︒零歳児対象です

親子で楽しく遊んでお友だちを

よちよち教室

ル︑筆記用具

持ち物

エプロン︑三角巾︑タオ

保健指導室栄養士︑中村弘

で調理実習をします︒バランス︑
味付けなど食生活の見直しと健康
を考えましよう︵希望する方は食
生活改善推進員となる単位を取る
日︵火曜日︶午前

ことができます︶︒
日時 ６ 月
時〜午後１時ごろ
場所 保健福祉センター
﹁食生活チェック・パート

対象 町民の方
内容

筆記道具︑エプロン︑三

︵希望者には体脂肪測定︶

２﹂＝講話︑調理実習︑試食

角巾

組程度︵要予約︶

ルーム
募集

お 申し 込 み

希望日の２週間前

ど公益的団体で︑公用︑公共用︑

24

持ち物

保健指

費用 １００円︵食材料費の一部︶

赤ちゃん体操︑親子遊び︑
小麦粉粘土︑ストレッチ

内容

○特定健診の受診は、当日特定健診受診券、健康保険証、健診料金が必要
○がん検診を受診する農協正組合員（本人と家族）、准組合員（本人のみ）
は、自己負担額に対して農協が後日助成（申し込み時に申し出）
他
の

者
象
対

６月10日
（金）
締 め 切 り

6月16日
（木）
、7月8日
（金）
７：50集合
時

6月24日(金)、27日(月)、28日(火)
7：00〜9：00（30分ごとに受け付け）
日

15

20

旭川がん検診センター
（保健福祉センターからバス送迎）
保健福祉センター
（実施するのは旭川厚生病院）
場

５月号広報と一緒に配布のチラシに添付した申し込み用紙、または電話
保健福祉課保健指導室☎82-2111（内線505、506、507、508）
15

申し込み・お問い合わせ
導室栄養士

そ
36

15

2011 June

19 Higashikawa

５月号広報配布時の『平成23年度健診のご案内保存版』
を参照
70

旭川厚生病院・旭川がん検診センターの特定健診、がん検診お知らせ

40

17

保健福祉課
本年度前期の集団健診の日程をお知らせします。締め切り間近です。
健康管理のため積極的に活用しましょう。
24

11

82

検 査 項 目
料
金
10

16

〈特定健診〉
特定健診受診券をお持ちの
①30歳から74歳までの町民で国民健康保険加入者
②40歳から74歳までの町民で①以外の医療保険の被扶養者
（厚生病院、がん検診センターの健診を受けるか、事業主などに問い合わせ）
〈がん検診〉
30歳以上の町民（24年3月31日現在の年齢）
※子宮頚（けい）がん検診は20歳以上の女性の町民
29

10

会

83

10

10

10
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27

15

23

10

10

21

20

33

