く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
での間︑看護師らが保育を行う自
は︑無料で利用できる遊びスペー

目的公共施設﹁ふれ愛の郷﹂内に

祉専門学校敷地内︵進化台︶の多
わる郷土館の風景﹂＝三輪瑚白

町２︶▼﹁四季を通して表情が変

かぶ東川の四季﹂＝種野信篤︵西

口明子︵ 区︶▼﹁遊水公園に浮

園型の病児保育を行っています︒
︵４南︶︑紙谷有夢留︵西町３︶

ンターを併設しています︒旭川福

子どもの状況に応じて保健室で保
スがあります︒

国土交通省北海道開発

ために行うものです︒
調査主体
無作為に抽出する町内約２

局開発調整課
対象

利用上の制約はありますが︑ＮＰ

児童は︑曜日や時間︑登録など

髙橋来良︵同︶︑菊地那月︵南町

季︵東町２︶︑髙橋暖︵ 区︶︑

る羽衣公園の日本庭園﹂＝飯塚紬

▼﹁さまざまな表情を見せてくれ
したか﹂など

﹁どのような目的でどこに移動

平日︑休日のある１ 日に

千５００世帯

Ｏ ︵非営利活動︶法人こころりん
３︶︑鶴間奏樂︵ 区西町︶︑鈴

内容

くの共生サロンここりん︵東町１
木玖偲︵西町３︶︑長沼郁弥︵

用しているため︑旧東川小学校体

は︑すでに別途の利用目的で再活

応募者は次の通りです︵敬称略︶︒
市交通施策検討の基礎資料を得る

関する調査を行います︒今後の都

︵記入後返送︶
調査実施本部☎

︵フリーダイヤル︶０１２０│

お問い合わせ
３３７│７７０

場所
内容

保健福祉センター
健診データーの見かた︑講

話と調理実習︑試食︵希望者に
は体脂肪測定︶
町民どなたでも︵男性の方

歓迎︶

対象
筆記具︑エプロン︑三角

きん︵食材費の一部100円を

持ち物
負担︶

里親とは親の病気や離婚などさ

里親制度のご案内
まざまな事情で温かい家庭のぬく
もりを求めている15歳以下の未
成年の子どもを自分の家庭に迎え

指導室☎︵内線５０４〜５０７︶︑

５０３︶︑健康と食のことは保健

せは社会福祉室☎︵内線５０２︑

縁組希望里親④親族里親︱の４種

には①養育里親②専門里親③養子

の養育をお願いしています︒里親

児童福祉法に基づいてお子さん

入れて養育する制度です︒

高齢者介護は地域包括支援セン
類があります︒

福祉のことと申請のお問い合わ

保健福祉課から

ター☎︵内線５０８︑５０９︶
必要ありません︒しかし○経済的

などから起きる生活習慣病が増え

食事の不適切な摂取︑運動不足
い○道が行う所定の研修を修了す

その同居人が欠格事由に該当しな

に困窮していない○ 本人または

里親になるために特別な資格は

食事から健康﹁栄養教室﹂

ています︒自分の健康は自分で守
る︱ことが必要です︒

養育に関して守るべき基準を設け

要件があります︒このほか児童の

専門里親は︑上記に加えて別途

るため健康の大切さを考えましょ
す︒バランス︑味付けなど︑食生

う︒身近な材料を使う調理実習で
活の見直しと健康を考える機会に

ています︒欠格事由や守るべき基

時半︑午後

町内小学校または中学校

面接日は後日連絡︵担

月

日︵日︶午前

定しています︒
正午

日時

│

町内の小学校低学年までの

場所 幼児センター
子と保護者

対象

時〜

を招いて楽しい工作コーナーも予

本作家︑堀川真さん︵旭川在住︶

めなど楽しい出店がいっぱい︒絵

を開きます︒ヨーヨー釣り︑綿あ

幼児センターを開放してお祭り

い﹂

センターまつり
﹁親子あそばんか

5100

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

当・杉山︶

その他

し︵お持ちの方のみ︶

提出書類 履歴書︑調理師免許写

勤務地

談所まで☎ │８１９５

録申請など︑詳しくは旭川児童相

準︑研修の受講申し込みや里親登

時〜

しましよう︵希望者は食生活改善
日︵金︶午前

推進員となる単位を取得可︶︒
月

午後１時ごろまで

日時

ピアノを自由に使用できます
地域交流センター内交流プラザ
に設置しているグランドピアノを
無料で使用開放します︒事前に申
日曜日︵年末︑年始の休

し込みの上ご利用ください︒
貸出日

館期間除く︶
流プラザ
時〜同

場所 東川町地域交流センター交
午前

1時〜同２時半

時間

分間︵一人１回につ

対象 小︑中学生︵町内在住︶
利用時間

き１単位時間︶
申し込み・お問い合わせ 地域交
流センター︵担当・小林︶

学校給食調理員を募集します︒

給食調理員︵臨時職員︶
の募集
ご応募の方は学校教育課に申し込
みください︒
①町内在住でおおむ

採用数 １人
応募資格

歳未満の方②調理師資格者

同 時

日時

月
場所

子育て支援センター

日︵金︶午前

トに役立ててください︒
時〜

楽しく子育てをするためのヒン

ももんが子育て講演会

センターまつり

内容

ね

︵調理師資格を取得意欲ある方

その他 予約は必要ありません
日︵金︶

含む︶③普通自動車運転免許所
持者
月

町臨時職員賃金規定による

締め切り
賃金

︵日額５千７００円︶

分から午後

勤務日 週５日間︵平日︑休校日
午前８時

除く︶︑月 日以内
勤務時間

どなたでも
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が起きる場合︑保護者のお迎えま

育し︑保護者に﹁様子を伝える﹂
受診を依頼する﹂という２段階の

丁目︑東町会館隣り︶︑地域交
区︶︑三戸部恵︵東町２︶︑髙橋

﹁迎えに来てもらい医療機関での
対応を実施しています︒

流センター内の学童保育センター

４︑５歳児はランチルームで喫
育館の一部を子ども用遊びスペー

全国都市交通特性調査にご協力

▼﹁広がる東川の田園風景﹂＝原

からの暴力︵言葉の暴力含む︶に
悩み苦しんでいます︒職場のセク

各世帯に調査票を郵送

保護者が送迎できない場合︑病児
︵東川小学校隣接︶を利用できま
髙橋花奈︵ 区︶︑高橋亜依︵

食しています︒最初のあいさつを
スとしての活用も今後検討協議し

国土交通省の交通実態調査を実
が日ごろどのような交通機関︑交
通手段を利用しているかを調べま
す︒調査票が届いたら記入調査に
都市交通の特性や経年変化を把

ご協力をお願いします︒

動車︑バス︑鉄道など日ごろの交

児童館はありません︒幼児の場合

日︵金︶
シャルハラスメント︑ストーカー
被害なども依然として減っていま
せん︒悩みを解決するために複数
の相談窓口があります︒役場保健
指導室でも受け付けています︒
▼相談ナビダイヤル︵相談窓口の
音声案内︶☎０５７０│０│５５
２１０▼︵公社︶北海道家庭生活
総合カウンセリングセンター︵〒
０６０│０００２︑札幌市中央区
北２条西７丁目かでる２・７︶●
家庭生活相談☎︵０１１︶①２６
③２５１│５３９４●犯罪被害者

１│０８１１②２３２│１９５６
相談☎０１１│２３２│８７４０
●性暴力専用ダイヤル☎０１１│
ほっかいどう総合カウンセリング

２１１│８２８６▼︵一社︶北・
支援センター被害者相談室︵〒０
７０│００３５︑旭川市５条 丁
│３０１０︑☎︵相談︶

調査方法

保育︑養育者支援事業ヘルパー派

感染症などで登園できない場合︑

遣など︑ご家庭の事情によってさ
優大︵ 区︶︑髙橋はづき︵同︶︑

活用へのご要望がありました旧

す︒

23

まざまな子育て支援対策を検討し
ます︒
区︶︑熊谷萌花︵北町３︶

一斉に行い︑食べ終わると近くの
ていきます︒︵担当はこども未来

学童保育センター︵東町会館２階︶

保育者にあいさつをして自ら片付

ください

東 川 町のビュー ポイントが 決 ま

お問い合わせは☎内線２５２

けます︒園児が自分の判断だけで
課︶

公共施設サービス課から

離席することはしていません︒食
事終了時には︑調理師︑栄養士
施することになりました︒皆さま

に感謝の気持ちを込めて﹁ごちそ
うさま﹂とあいさつしてマナーを

りました

５９２

ためにうれしくて園のルール︑マ

通手段の利用状況︑どのように移

町村で自

ポイントがこのほど︑町内４カ所
動しているかを調べ︑人の動きに

握するため︑全国 市

新たに追加になりました︒応募あ

写真に残したい東川町のビュー

マナーを守っています︒
りがとうございます︒ポイント別

は︑幼児センターに子育て支援セ

女性に対する暴力相談電話のご

月
①保健福祉課社会福祉

間口除雪のイメージ

人に一人が配偶者

対象世帯︑地区は別表のとおり

町内には現在︑公共施設として

︱児童館のご要望について

予想されますが︑通常はルール︑

ナーを守らない場面があることも

参観日などは保護者が来ている

守っています︒

お問い合わせは☎内線５９１︑

写真の町課から

︱給食終了後のあいさつ

17

60

目︑旭川市５条庁舎内︶☎︵事務
局︶

│１９００

10

17

70

学校教育課は☎内線５８１〜５

教育委員会から

５９００

16

26

今 冬の間口除 雪のサービス希 望

さい︒

間口除雪は︑町道の除雪後に順
次行います︒個々の希望時間には
実施できませんのでご了承くださ

女性の約

です︒ご希望の方ははんこ︵印章︶ 案 内

締め切り

を持参のうえ申し込みをしてくだ

地区の対象世帯で︑冬期間自力で

主に住宅が密集している市街地

の方は申し込みを

の除雪困難な世帯を対象に間口除
申請窓口
室②社会福祉協議会

雪のサービスを実施します︒
公共道路の大型除雪車による除
雪作業後︑町道と私有地境界との
住宅出入り口間口付近︵町道側の
道路部分︶に残っている雪塊を小
型除雪車で取り除きます︵町道幅
員内で行いますので︑個人所有地
内の除雪ではありません︶︒

入口

除雪幅

10

８３︑地域交流センターは☎ │

対象

10

い︒

取り除きます

10

４時までの間の７時間

82
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11

15

30
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18

16

16

10

❶11区、12区、17区、 ①65歳以上（女性の場合は60歳
以上）の一人暮らし世帯
17区西町、西区、
②65歳以上だけで構成している
26区（北１線から
世帯
南１線まで）
③重度障がいの方だけの世帯
❷東町１丁目〜３丁目、④65歳以上の方と重度障がいの
西町２丁目、３丁目、 ある方で構成している世帯
⑤病気やけが等で除雪作業が困難
南町１丁目〜３丁目、 と認められる世帯
北町２丁目〜３丁目 ※年齢、世帯要件は不問。審査の
結果、対象にならない場合もあ
の各行政区
ります。
❸第一、第二、第三地
▼重度障がいとは
区の各団地内の道路 身体障害者手帳１・２級、療育手
に面する住宅
帳Ａ、障害者手帳1級（聴覚障害、
言語障害を除く）
※対象とならない場合は次の通り。
・子らと同居している世帯（間口
部分が同じ場合）
・間口部分が道道に面している場
道路と宅地出入り
合
・公営住宅、民間集合住宅、介護 口境界付近の町道
部分に残る雪塊を
施設等への入居者

10

30

10

14
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10
10
11

17

21

24

17
10
24
82

対 象 世 帯
対象行政区

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

対応地区と対象となる世帯

