において﹁恩給法による公務扶
助料﹂﹁戦傷病者戦没者遺族等
援護法による遺族年金﹂等を受
ける方︵戦没者等の妻や父母
等︶がいない場合に︑次の順番
による先順位のご遺族一人に支
給︒︵１︶今年４月１日までに
戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権を所得した
方︵２︶戦没者等の子︵３ ︶戦
没者等の①父母②孫③祖父母④
兄弟姉妹︵戦没者等の死亡当時︑
生計関係を有しているなどの要
件によって順位が入れ替わりま
す︶︵４︶上記以外の戦没者等
の三親等内の親族︵おい︑めい
等︑戦没者等の死亡時まで引き
続き1年以上生計関係を維持し
額面

万円︑5年償還

ていた方に限る︶
支給内容
平成

年４月２日まで

の記名国債
期間
請求先 保健福祉課社会福祉係

お問い合わせは公共施設管理室

公共施設サービス課から
☎内線２５２

くらし楽しくフェス︑町営バス臨

浦瑛哉︵西町２︑同︶︑藤倉美桜
㍍区間は︑道路の全幅を使用する

キトウシ森林公園前まで﹂の１㌔
ため9月

日︵金︶午後２時 分

ころから同３時ころまでの間全面

区︑同︶︑植

同︶︑植田和翔︵
区︑会社役

日︵金︶から３ 日間︑道

○規制の方法

緩和にご協力ください︒

間帯を避けるかう回するなど混雑

渋滞が予想されますので︑規制時

警察官の指示に従ってください︒

制限等を交通規制します︒現場の

分間程度︶︑車両・歩行者の通行

隊列が通過するまでの間︵最大

②隊列通過時刻の約３分前から

通行止め︒

田直翔︵同同︶︑植田美和︵同︑
主婦︶︑今井康人︵
員︶

教育委員会から
お問い合わせは生涯学習推進課
☎内線５８５︑５８６

ツール・ド・北 海 道のレースを 応
９月

援しよう

尾には規制解除のパトカーが来ま

先頭に規制予告パトカー︑最後
す︒原則として順行車両は隊列に

市町管内を駆け抜

ける国際自転車競技連合︵ＵＣＩ︶

入らない限り通行可︑対向車両は

北・道央地域
公認自転車ロードレース﹁ツー

徐行して通行可能です︒隊列と交
差する車両及び交差点では︑競技
車両の安全のため︑隊列が通過す
るまでの間交通規制します︒
詳しくはツール・ド・北海道２
０１５実行委☎０１１│２２２│
５９２２

お問い合わせは子育て支援セン

幼児センターから
│５１００

日︵木︶午前 時〜

対象

組程度︵要予約︶

子育て中の方とお子さん

内容

旭川大学短期大学部教授︑

食育について

定員
講師

豊島琴恵さん

♪﹂

﹁おんがくで心も体もハッピーに
音楽をからだ全身で感じましょ

時半

９ 月８ 日︵火︶ 午前

時

う︒親子で楽しく参加できる講座
です︒
日時

〜同

対象 １歳６カ月以上のお子さん
音楽に合わせて体を動かし

と保護者
内容

組程度︵要予約︶

ます︒
定員

元カワイ音楽教室︑大泉千
晶さん

講師

﹁よちよち教室﹂
町の保健師から﹁生活リズム﹂
についてお話を聞きましょう︒赤
ちゃんの遊び方︑困っていること︑

日︵金︶ 午前

時

悩んでいることをみなさんで話し
９月

合いましょう︒
日時

子育て支援センター

〜正午
場所
定員

組程度︵要予約︶

対象 ０歳児のお子さんと保護者

講師

保健福祉課保健師
◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆・◆

防犯活動で旭川方面警察本部長
功労表彰を受賞
東川町防犯協会の川上隆司会長
が長年の安全な地域づくり活動に
貢献した功績で北海道警察旭川方
面本部︵望木博明本部長︶と旭川
方面防犯協会連合会︵的場光義会
日︑役場で松岡市郎町

長︶の本部長・会長功労表彰を受
賞︒７月

長が表彰伝達を行いました︒

年間にわたって町防犯協会長を

２００４︵平成 ︶年４月から
務め︑地域防犯に貢献しています︒
２０１２︵同 ︶年︑旭川東地区
防犯協会連合会長表彰︑旭川東警
察署長表彰を受賞︒

20

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
丁目︑上川合同庁舎☎

周年に当たり︑国として

希望日の２週間前まで

山６条

町内に在住の方で①妊娠を

│５９８１︶に問い合わせくださ
い︒
対象
希望し出産経験のない女性②妊
娠を希望し出産経験がなく︑か
つ抗体のできない女性の配偶者
並びに同居者③抗体価の低い妊
婦の配偶者並びに同居者︵ただ
し﹁過去に風しん抗体価検査を
受けている﹂﹁過去に２回風し
ん予防接種を受けている﹂﹁検
査により風しんと判断されたこ
とがある﹂方は除く︶
協力医療機関で抗体検

査を受け︑検査料を支払い後に

実施要領

①６千６９０円︵ＥＩ

検査費用を助成︒
助成金額
Ａ法︶②５千２５０円︵ＨＩ法︶

日︵必着︶

来年３月 日まで

＝どちらか1回限り助成＝
期間
締め切り 来年３月
申請書︑領収書︑住所地を

証明する書類の写しを上川保健

提出
所に提出︵郵送可︶︒

﹁戦没者等の遺族に対する特別弔
戦後
９ 月５ 日 ︵ 土 ︶ ︑６ 日 ︵ 日 ︶

時運行

回くらし楽しくフェスティ

の両日︑キトウシ森林公園で開く
﹁第

11月5日㈭まで

︵南町２︑同︶︑南天地︵東町２︑

バル﹂の開催当日︑スクールバス

集合は午前７時50分まで（保健福祉センター前）

ル・ド・北海道２０１５﹂が開催
されます︒国内外の一流選手
チーム１００人が競うレースを間
近で観戦できる機会です︒沿道か
ら応援しましょう︒
今年は︑東川町内も第１ステー
ジで選手が駆け抜けます︒当日は
道路の交通規制もありますので︑
通行には注意しましょう︒
日︵金︶＝

◆第１ステージロードレース
︵188㌔㍍︶＝９ 月

ター☎

日時 ９月

﹁生活リズム﹂のお話︑お
もちゃ作り︵紙皿おもちゃ︶

内容

要予約、広報に添付の申込書に必要事項を記入して保健指導室まで
申 し 込 み

慰金﹂
のご案内
改めて弔慰の意を表すため︑戦没
回特別

弔慰金︵記名国債︶を支給するこ

者等のご遺族に対して第

今年４月１日︵基準日︶

とになりました︒
対象者

区間は﹁道草館前│キトウシ森

臨時便を運行します︒
林公園臨時バス停﹂間の往復便︒
乗車料金は大人１５０円︑子供
５日︵土︶は臨時便﹁４便﹂は

円です︒
ありません︒バスは定時便の時刻
を確認してご利用ください︒

写真の町課から
お問い合わせは☎内線５９０

1丁目道路の愛称が決まりまし
た

午前7時〜同9時（30分ごとに受け付け）

子育て支援センター

他
の

間

一緒に考えよう
﹁食育講演会﹂
正午

29

10月26日㈪、12月11日㈮
来年2月2日㈫、3月2日㈬
締 め 切 り

保健福祉課

特定健診、がん検診（後期集団検診）
場所

16

１ 丁目道路の愛称が﹁フォト・
ストリート﹂と決まりました︒
﹁１ 丁目道路に名前を付けよ
う！﹂と５│６月にかけて皆さま

時︶↓名寄市など↓東川町

前

旭川市春光台公園スタート︵午

延べ

キトウシ森林公園前フィニッシュ
︵午後２時半ごろ︶

人から１７３ ︒その中から

①特定健診を受診する方は、特定健診受診券、健康保険証、健診料金が必要
②農協正組合員とその家族の方、准組合員は、がん検診の自己負担額に後日農協から助成
があります（申し込みの時に申し出）

24

から応募があった愛称の総数は︑
８人が同名応募をしてくれました︒

①町道﹁東川第二小学校前から

８月９日︑フォトフェスタ会場で
区︑東川小︶︑杉

▼交通規制にご協力ください

竹内汐織︵

そ
11

場

Higashikawa 2015 September
2015 September

21 Higashikawa

検 査 項 目
料
金
20

11

20
20

11月19日㈭、20日㈮
時

日
施
実

旭川がん検診センター
（バス送迎あり）
保健福祉センター
（旭川厚生病院で実施）
会

30

46
70

（6 日だけ）

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

20

10
10

15:40

●特定健診
身体測定、腹囲測定、血圧測定、尿検査、問診、血液検査、医師診察、心電図検査
※医療保険の種類によって検査項目、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両医療機関で実施
○がん…胃バリウム検査（1,500円）
○がん…便の潜血検査（700円）
○がん…胸部レントゲン検査（500円）
▶旭川がん検診センターで実施
○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…必用な方のみ（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金額の半額＝喀痰（かくたん）検査、
子宮超音波検査除く＝

11

15:30

認定証を授与しました︵敬称略︶︒

10

15

13:10

対
象
（本年度受診
していない方）
10

13:00

●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
特定健診受診券は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
ターの健診を受診可能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（平成28年3月31日での年齢です）
※子宮がん検診は20歳以上の女性の町民
10

3

11

17

11:10
17

82

11:00

17

11

2

11

10

9:10

25

23

15

9:00

59

10

1

4

11

19

70

道草館前 キトウシ森林
発
公園発
臨時便
45

