く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
冬期間除雪業務の臨時職員を募

排水設備工事責任技術者試験の
合︑児童本人の住民票が必要です︒

児童の住所地が東川町にない場
６月以降︑受給資格が消滅する場

の皆さまに郵送で発送しています︒
期日までに必要書類を提出くださ

況届の提出がないと６月分以降の

合も現況届の提出が必要です︒現

実施
北海道排水設備工事責任技術者
提出期限は６月 日︵金︶＝必
児童手当の支払いを受けることは

集
い︒

本年度冬期間の除雪業務担当臨
の全道統一試験を実施します︵全
着＝です︒更新手続きが遅れると︑

から＝旭川︑釧路︑室蘭会場と
の受診時は一般診療扱いとなり︑
食事の不適切な摂取︑運動不足

のない方は︑ 年度︵平成
な材料を使って調理実習をします︒

健康は自分で守りましょう︒身近

す︒健康の大切さを考え︑自分の

日︵水︶午前 時〜

場所
町民どなたでも︵男性の方

保健福祉センター
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手３ 人︑監督１人︶＝寝具が必
写真甲子園実行委員

要な場合は事務局で用意
お申し込み
時職員を募集します︒希望する方
道９カ所︶︒すでに登録している

会︵写真の町課内事務局☎内線
は期日までに定数外職員に応募登

５９２︶
できません︒

録の上︑必要書類を提出してくだ
日時

８月１日以降︑当制度の適用を受

さい︒すでに本年度登録済みの方
本人自己負担は３割負担となりま

所得課税証明書の提出が必要です︒
バランス︑味付けなどを確認して

が原因の生活習慣病が増えていま

今年１月１日現在の住所登録所在

年分︶

地で交付を受けてください︒認定

日時 ６月

位を取ることができます︶︒

る方は食生活改善推進員となる単

食生活を見直しましよう︵希望す

日です

児童手当現況届の提出期限は６

結果は７月末日までに通知します︒

今年１月１日現在東川町に住所

すのでご注意ください︒

も︵他の道内会場で受験可︶
日︵月︶〜９月

試験対策用問題集︑テキ

２日︵水︶
その他
ストは別途販売あり
申し込み・お問い合わせ 役場公
共施設サービス課︵担当・谷地︶
＝平日午前９時〜正午︑同午後
１時〜同３時半

月
毎年６月１日︵月︶から同月 日
対象

午後１時ころ

︵火︶の間に︑受給者の前年所得︑

児童手当を受給している方は︑

養育状況等を確認するため︑﹁児

保健福祉課から
せは社会福祉室☎︵内線５０２︑
﹁食生活チェックパート３﹂

きん︵食材費の一部１００円を

筆記具︑エプロン︑三角

自己負担︶

持ち物

は体脂肪測定あり︶

講話と調理実習︑試食︵希望者

内容

歓迎︶

５０３︶︑健康と食のことは保健
童手当現況届﹂の提出が必要です︒
すでに５月 日付けで各受給者

指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑
あてに郵送で現況届提出をお願い
までに必要な手続きを願います

する案内状を発送済みです︒期日
︵公務員は別途各職場から案内︶︒
今年１月１日現在で東川町に住

日です
所のない方は︑同日現在の住所地
で

﹁重度心身障害者﹂﹁ひとり親

当用所得証明書交付を受けてくだ

年度︵平成 年分︶の児童手

期限は７月
さい︒

日︵金︶までです︒

すでに６月３日付けで更新に必要

オル︑筆記具

な案内書類を受給者︵保護者︶

家庭等﹂福祉医療受給者証の有効

期限は６月

福祉医療受給者証の更新手続き

ター☎︵内線５０８︑５０９︶

高齢者介護は地域包括支援セン

福祉のことと申請のお問い合わ

食事から健康に
﹁栄養教室﹂

方は受験の必要ありません︒

は再登録する必要はありません︒

選手への食事提供は８月

同月４日︵受け入れ日︶は︑選

５日︵水︶の朝食だけ︵１回︶︒
今冬の除雪体制見直し充実に
受験料 ５千円

その他

手団一行の歓迎夕食会︑ホスト
伴って若干のスタッフ増員を予定
受付期間 ８月

月１日から来年３ 月

日︵水︶午後１時半

ファミリーの方との顔合わせを
しています︒

勤務期間
日

土︑日︑祝・

勤務時間 ７ 時間半︵早出除雪作
業あり︶
勤務を要しない日
日額８千６００円
所定の用紙︵定数外職員履

人の顔写真を添付して申し込み

月

兼ねて開くバーベキューパー
募集 ６月１日︵月︶から９月

す︒

都市建設課から
お問い合わせは☎内線２４２

東 川 小 学 校に 隣 接の 公 園 名 は
賃金

祭日︑年末年始︵除雪時は出勤︶

東川小学校に隣接して完成した
登録

﹁東川ゆめ公園﹂
﹁東部地区公園﹂の愛称が﹁東川
町民の皆さんから公募し寄せら
︵所定用紙は役場企画総務課ま

歴書︶に必要事項を記入し︑本

れた愛称を審査の結果決定しまし
で︑町ホームページからダウン

27
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ゆめ公園﹂に決まりました︒

た︒採用になった公園名を応募し
町内在住の方で大型一

幼児センターから

写し

系建設機械運転技能講習修了証

運転免許証写し︵表裏︶︑車両

提出書類 履歴書︵顔写真添付︶︑

証を有する方

両系建設機械運転技能講習修了

種免許︑大型特殊一種免許︑車

登録要件

ロード可︶

区西町︶︑山崎恵

た方は次の通り︒︵敬称略︶
大野武昭︵
子︵東町２︶

公共施設サービス課から
お問い合わせは☎内線２５１︑
２５２

教育委員会から
│５１０
リュックにお弁当とおやつを詰

親子バス遠足に出かけましょう
めて遠足に出かけましょう︒大型
バスに乗ってもりもりパークに行
きます︒
分

日︵木︶午前９時

分〜午後１時

日時 ６月

組程度︵要予約︶

▶特定健診を受診される方は健診当日、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（本人と家族の方）、准組合員（本人のみ）は自己負
担額に対して農協から後日助成あり（３〜６カ月後）。申し込み時に申し出。

申し込み︑お問い合わせは地域
子育て支援センター☎
０

お肌の紫外線対策基礎知識︑

メークアップ講座

時〜

もりもりパーク︵旭川市１

条７丁目︑フィール旭川６階︶

場所

家庭の親子どなたでも
日︵金︶

定員

無料

対象
参加費

締め切り ６月

着替え︑帽子︑お弁当︑
敷物︑飲み物

持ち物

親子で楽しく遊びながらお友だ

よちよち教室を開きます

そ

申し込み︑お問い合わせは生涯
学習推進課☎内線５８６︑５８７

町 民 体 育 祭にふるってご参 加く
回町民体育祭の参加チーム
メークアップ術の講座です︒

第

ださい

日時 ６月４日︵木︶午前

組程度︵要予約︑託児あ

子育て支援センタープレー

分

を募集します︒
時
場所
ルーム
定員
り︶
対象 家庭の親子どなたでも
内容 メークアップ
講師 浜辺薬局の浜辺里美さん

親子クッキング
︵一緒に考えよう︶

ちをつくりましょう︒乳児のお子
０歳児対象の親子遊びの教室で

さんが安心して遊べる場所です︒
すが︑お兄ちゃん︑お姉ちゃんも
日︵土︶午前 時〜

一緒にどうぞ︒
正午

日時 ６月

本年度前期の集団健診の申し込みを受け付けています。
申し込みを忘れている方はお急ぎください。

27

保健福祉課

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

日︵水︶まで

ティーに参加し︑夕食をとりま

けられなくなります︒医療機関へ

30

﹁食﹂の大切さを学びましょう︒

のご案内

時〜

今回は﹁かむ﹂ことをテーマにし
日︵金︶午前

た親子クッキングです︒
正午

日時 ６ 月

保健センター調理室︵託児
あり︶

場所

子育て支援センタープレー
ルーム

場所

6月25日㈭まで

日時 ７ 月５日︵日︶午前８時半
︵選手集合︶︑同９時︵開会式︶
場所 町民運動公園︵北町1丁目︶
町民︑町内事業所に勤

申し込み締め切り 6月 日︵月︶
参加資格
務の方︑町内の各種学校在学生
など

学校活動支援の一環として町内

水 泳 授 業 支 援 ボ ランティアの募
集
小学校の水泳授業支援ボランティ
アを募集します︒
水泳ができて子どもたちと

一緒に泳ぎ︑水泳授業のお手伝

条件
いができる意欲と関心がある
Ｂ＆ Ｇ 東 川 海 洋 セ ン

歳以上の方
ター

活動場所

組程度︵要予約︑託児あ

広報5月号添付の申し込み用紙、
または電話で申し込み。保健指導室は☎内線505〜507
申 し 込 み

定員

組程度︵要予約︶

「平成27年度健診のご案内保存版」参照（広報5月号と同時配布）

他

対象 子育て中の方

定員

対象 ０歳児のお子さんと保護者
赤ちゃん体操︑親子遊び︑
靴下人形︑先輩お父さんを囲ん

内容

象

申請書は東川町教育委

10

での交流﹁お父さんも遊ぼう﹂

検査項目・料金

の

り︶

内容 ﹁カムカム・クッキング﹂

10

26

●特定健診
▶特定健診受診券をお持ちの方が対象
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以外の医療保険加入の扶養家族（本人を除く）
（厚生病院、がん検診センターの健診を受けることができ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日時点の年齢）
▶子宮頸（けい）がん検診は20歳以上の町民女性
対

6月8日㈪まで
締 め 切 り

員会事務局学校支援本部︵昨年

19

7月9日㈭
7：50集合
時

10

26

6月22日㈪、23日㈫、24日㈬
6：30〜8：30（30分ごとの受け付け）
日

2015 June

17 Higashikawa

30

24

15

19

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
（旭川厚生病院）
場
会

登録申請

登録済みの方は申請不要︶

締め切り ６月５日︵金︶
エプロン︑三角きん︑タ

講師 役場栄養士︑中村弘美
持ち物

45
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21

19

31

31

11

25
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12

12

20

15
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30

10

10

15

10
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