①写真

○子育て家族の力

締め切り ９月８日︵月︶
︵子育て家庭の絆︑子どもと深

内容
める家族の絆︶○子育てを応援

リフレッシュをしましょう︒

内容 ストレッチ

場所 子育て支援センター

│

時〜

で上がる天候に恵まれ︑地区対抗

日中の気温は 度︵午後３時︶ま

東川中学校吹奏楽部が全道吹奏
８月２︑３の両日︑旭川市民文

楽コンクールに出場
化会館で行われた北海道吹奏楽コ
ンクール旭川地区予選で︑東川中
人︶が中学校Ｂ編成で見事

学校吹奏楽部︵指揮・中家俊幸先
生︑

旭川地区代表︵３校︶として全道
吹奏楽コンクール出場が決まりま
旭川地区予選は︑中学校Ｂ編成

した︒
の部に 校が出場︒東川中学校は︑
自由曲﹁マゼランへの未知なる大
陸への挑戦﹂︵樽屋雅徳作曲︶で
地区代表金賞を受賞しました︒
全道大会の第 回北海道吹奏楽
コンクールは︑９月４日から４日
間︑札幌コンサートホールＫｉｔ
ａｒａ ︵札幌中島公園︶で開かれ︑
中学校の部は期間中の６日行われ
ます︒

大雪消防組合東消防署

救急講習会の開催
９月９日の﹁救急の日﹂にちな
ＡＥＤ︵自動体外式除細動器︶

んで︑救急講習会を開きます︒
の扱い方を知っていれば︑予期し
ない救急︑急病の現場に遭遇する
時︑身近な方の大切な命を救うこ
とができるかもしれません︒取り
扱い方は簡単です︒ぜひ講習をお
受けください︒受講修了した方に
参加証カードを差し上げます︒
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からお金を振り込んでもらうこと
金の支給を受けるために︑お金を

は絶対にできません︒公的な給付
振り込まなければならないという
○

する地域の力︵地域ぐるみで子
小学生の部○中︑高校生の部○

育て支援︶②手紙︑メール

ことは絶対にありません︒

一般の部
募集テーマ︑区分ごとに最

内閣府の家族の日︑

地域子育て支援センター☎

申し込み︑お問い合わせは

幼児センターから

http://www8.cao.go.jp/shoushi
/shoushika/family/summary/s
yushi.html

予定

家族の週間ホームページに掲載

お問い合わせ

当大臣表彰と副賞︒

いずれも︑内閣府少子化対策担

優秀賞１点︑優秀賞５点以内︒

表彰

女性に対する暴力の相談窓口が
人に1人が﹁配偶者

あります
女性の約
からの暴力﹂に悩み苦しんでいる
女性に対するさまざまな暴力に

といわれます︒
対して各機関の相談窓口がありま
す︒早めの相談が問題解決への第
一歩︒配偶者からの暴力︵言葉の
暴力含む︶︑職場のセクシャル・
ハラスメント︑ストーカー行為な
ど︑内容によって適切な相談窓口
相談ナビダイヤルは☎０５７０

があります︒
│０│５５２１０︵各種窓口のご
5100

案内︶︑役場保健福祉課保健指導
室まで︒

日時 ９月５日︵金︶午前

子育てから少し離れて心や体の

子育て講座﹁ストレッチ﹂

さに関する作品コンクールの実施

内閣府では︑家族や地域の大切

家族の日︑家族の週間作品募集

に当たって作品を募集します︒
時

その前後各１週間を﹁家族の週間﹂
対象 子育て中の保護者

同

と定め︑子育て家族やその家族を

ークルと︑日本語学習支援のボラ

今年の小西健二奨学金授与の該

のスポーツ交流を深めました︒

猪股さんに小西健二奨学金

ンティア活動をしており︑﹁ 人

の子どもたちに日本語を教えてい

ます﹂と積極的なキャンパスライ
フのようです︒

日︑Ｂ＆Ｇ海洋センター

町内対抗の球技大会で親睦
８月

と町民運動公園で第 回東川町地
ソフトボール︑ミニバレー２競

域親睦球技大会を開きました︒

当者は︑東京外国語大学に進学し

技に６チームずつ参加しました︒

た猪股日菜子さん︵ ︶に決まり︑

結果は次の通り︒
▼ソフトボールの部 ①ニューパ
ワー北町３丁目②東川第一③東
川第三④西部
トウシＡ③西部④第一Ｂ

▼ミニバレーの部 ①第一Ａ②キ

他
の

月第３日曜日を﹁家族の日﹂︑

支える地域の大切さへの理解を深
組程度︵要予約︑託児あ

定員

仕事で忙しいお父さん︑赤ちゃ

う〜﹂
のお知らせ

﹁よちよち教室〜お父さんも遊ぼ

り︶

めてもらうのが目的です︒

アスレチックインストラク

募集 ①手紙②写真︑メール

講師
ター︑荒川由佳理さん

ること︑悩んでいることなどを一

持ち物 バスタオル１枚︑飲み物

緒に話し合いましょう︒先輩お父

んとの遊び方︑子育てで困ってい

米粉を使って
﹁食育クッキング﹂
さんを囲んで交流会もあります︒
時〜

米粉を使う料理教室です︒旭川
日︵土︶午前

子育て支援センタープレー
赤ちゃん体操︑おもちゃづ

組程度︵要予約︶

８月４日︑役場町長室で松岡市郎

今年３月︑旭川東高校を卒業後︑

町長が猪股さんに現金 万円を贈

持ち物 婦人用のソックス１足

呈しました︒

学部で中国語を学んでいます︒高

東京外国語大学に進学︒国際社会

東川町選挙管理委員会

校３年生の時︑中国から来町して

選挙管理委員会委員の変更

いた町の前文化交流員︑王雪︵ワ

時〜

東川町選挙管理委員会︵水野忠
日︵金︶午前

昭委員長︶は８月１日︑盛永光義

ましょうね︒

語を習っていました︒

ン・シュエ︶さんに５カ月間中国
区＝が委員に

前委員の退任に伴って補充員の堀

東洋医学に興味を持ち︑将来は
中国医学を学んで漢方医になるこ
とが目標だそうです︒そのため卒
業後は中国留学を目指しているそ

るために理系の勉強もしたい﹂な

﹁上海に行きたい︒漢方医にな

うです︒

どと夢を話しました︒

会長︶はこのほど︑長年の交通安

東川町交通安全協会︵藤田裕三

長感謝状

東川町交通安全協会が道警本部

就任しました︒

︶＝

部邦夫氏︵

分

元カワイ音楽教室講師︑大

全の普及高揚活動に対して北海道

現在︑大学では中国語会話のサ
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希望日の2週間前まで

◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

定員

対象 ０歳児のお子さんと保護者

くり︵靴下人形︶

内容

ルーム

場所

正午

短大食物栄養専攻の学生と交流し
時〜

日時 ９ 月

日︵木︶午前

ながらクッキングします︒
日時 ９ 月
正午
場所 保健センター調理室
内容 米粉を使ったクッキング

旭川大学短期大学部︑豊島

組程度︵要予約︶

対象 子育て中の方とお子さん
定員
講師
琴恵教授

音感講座
﹁おんがくで心も身体も
ハッピーに♪﹂
親子で楽しく参加できる音感講

そ

○特定健診を受診する方は当日、特定健診受診券、健康保険証、健診料金が必要
○農協正組合員とその家族、准組合員は、がん検診の自己負担額に対し後日農協助成あり
（申し込み時に申し出）
※広報と一緒に配布する案内書の申込書に記入し、保健指導室まで（要予約）
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場

音楽に合わせて体を動かし

座です︒からだ全身で音楽を感じ

検 査 項 目
料
金

●特定健診
医療保険によって検査項目、料金が異なります
（国民健康保険加入者は旭川厚生病院758円、
旭川がん検診センター905円）
●がん検診
○旭川厚生病院、旭川がん検診センター
▶胃がん…胃バリウム検査（1,500円）▶大腸がん…便の潜血検査（700円）▶肺がん…胸部
レントゲン検査（500円）
○旭川がん検診センターのみで実施
▶乳がん…視触診、マンモグラフィー（50歳未満1,900円、50歳以上1,600円）▶子宮頚（け
い）がん…頚部細胞診（1,500円）
、超音波検査（520円）▶子宮体部…必要な方のみ（700円）
▶肺ヘリカルＣＴ…50歳以上の方（2,400円、要同意書）
※国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者は、上記の半額（喀痰（かくたん）検査、子宮
超音波検査除く）

17

旭川がん検診センター
（保健福祉センターからバス送迎）
会

11月６日㈭まで

10月16日㈭、11月17日㈪、来年２月４日㈬
午前7時50分集合
11月20日㈭、21日㈮
午前7時〜同9時（30分ごとに受け付け）
時

保健福祉課

特定健診、がん検診（後期集団検診）

時

日時 ９ 月
同
内容
ます
対象 １歳６カ月以上のお子さん
組程度︵要予約︶

と保護者
定員

対 象 者
（今年まだ受
けていない方）

●特定健診
特定健診受診券をお持ちの
①30歳から74歳までの町民であって国民健康保険加入者（特定健診受診券は今年４月
末に大雪地区広域連合から配布済み）
②40歳から74歳までの町民であって①以外の医療保険の被保険者（厚生病院、がん検
診センターの健診が受けられるか事業主などにお問い合わせください）
●がん検診
30歳以上の町民（来年３月31日現在の年齢）
※子宮がん検診は20歳以上の女性の町民

14

10

警察本部︵坂明本部長︶から感謝
状を受けました︒

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

泉千晶さん

講師
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保健福祉センター
（実施医療機関は旭川厚生病院）
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