の育ち﹂・絵本読み聞かせ︵
日︶︑自由開放・散歩に行こう
︵ 日︑ベビーカーがある方は
なし

ご持参ください︶
定員

公共施設管理室︵町営バス︶☎内

森林公園で開催される第 回くら

高齢者住宅改修補助事業の希望者

高齢者住宅のリフォームや改修

を募集中です

費の一部を支援する高齢者住宅改
修補助事業の応募を受付中です︒
ーム支援事業 ②高齢者住宅バ

事業名 ①高齢者世帯住宅リフォ
リアフリー改修事業
補助対象 ①交付申請時に建築年
数 年以上の建物で︑㋐満 歳
以上の方が所有し居住する住宅︑
する非課税世帯の住宅︑のいず

㋑満 歳以上の方が所有し居住
れかに該当する等②交付申請時
に満 歳以上の方が居住する住
宅である等
装など︶︑構造補強︵基礎︑土

対象工事 ①外観︵外壁︑屋根塗
台︑柱︑梁の修繕︑補強等︶︑

林公園臨時バス停﹂間の町営バス
臨時便を運行します︒

内で上限 万円
９月

建設室

ティホール

場所 せんとぴゅあⅠ・コミュニ

時半

日時 ９月８日㈰午後２時〜同３

誤の積み重ねの 年です︒﹂

る使命〟を全うするため︑試行錯

てはならない︒〝細く永く︑続け

受付窓口

に必要事項を記入し提出

ムページに掲載︑窓口で配布︶

応募方法 所定の申込書︵町ホー

と都市建設課窓口にて発表

選考日時 ９月 日㈬ ※町ＨＰ

募集期間

日㈮まで

補助金額 工事費用の２分の１以

工事対象基準を参照︶

化を図る工事︵町バリアフリー

フリー化以外︶②バリアフリー

居住性向上を図る工事︵バリア

乗車料金︵片道︶ 大人１５０円︑
小学生以下 円︑町内の小中学
生は無料

月上旬

│４２４５

８０１まで︶

参加料 無料︵要予約︑☎ │６

ぴゅあシネマを開催します

10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまります

16

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク
︵旭川市永山６条 丁目１│１︶
女性に対する暴力の相談窓口があ

女性の約１割が配偶者からの暴

ります

線２４４︑建設室☎内線２５０

都市建設課から

力に関する相談を受け付けていま

各機関で女性に対する様々な暴

力に悩み︑苦しんでいます︒

す︒早めの相談が問題解決への第
くらし楽しくフェスティバルで町営

し楽しくフェスティバルに合わせ︑

０歳児と保護者

９月下旬〜

※３日㈯は町営バス定期便︵東雲上岐登
牛線︶もご利用ください

配送期間
ショップ︑道草館にて新米おに

特別企画 ９月 日㈯にホクレン
ぎり直売会を行います︒

せんとぴゅあⅡ☎

文化レクリエーション課から

パラパラブックワークショップ︑大好

７月 日・ 日に開催した﹁ひ

評につき再開催

所蔵している作品のうち︑町に
上映権のあるＤＶＤを﹁ぴゅあシ

日㈮午後６時開場︑

無料︵申込不要︶
９月

鑑賞料
日時

同６時半〜８時半上映
▼おしりたんてい①︑ざんねんな
いきもの事典︵２本立て︶
日時 ９月 日㈯午後１時半開場︑
同２時〜４時 分上映︵途中
分間休憩あり︶
京都蝋けつ染ワークショップを開催

日本の伝統的な工芸美術﹁蝋

します

年金給付金 検索

『給付金専用ダイヤル』：０５７０−０５−４０９２（ナビダイヤル）

1歩︒配偶者からの暴力︵言葉の
暴力も含む︶︑職場でのセクシャ
バス臨時便を運行します

一人で悩まずに相談を︒

９月７日㈯・８日㈰にキトウシ

ルハラスメント︑ストーカー被害

お問い合わせ 相談窓口のご案内
﹁道の駅・道草館前│キトウシ森

など各種相談窓口がありますので︑

☎０５７０│０│５５２１０ま
たは保健福祉課

│５１００

子育て支援センターから
☎

ます

０歳児開放日﹁よちよち﹂を開催し

乳児のお子さんが安心して遊べ
る場所はないかしら︑とお考えの
みなさん︒親子で楽しく遊びなが
ら︑お友だちを作りませんか？ご
兄弟も一緒にどうぞ︒
日時 ９月 日㈮︑ 日㈮︑両日
午前 時〜正午
場所 子育て支援センター・プレ
対象
保健師を囲んで﹁子ども

イルーム
内容

産業振興課から
農業振興室☎内線１３６

今年の新米をいち早く購入でき

新米キャンペーン申込受付中です

る﹁新米キャンペーン﹂の申し込
みを受け付けています︒お得な特
典もりだくさん︒この機会に〝東
川米〟を味わってみませんか︒
店頭引換をご希望の場合は町Ｈ
Ｐまたはチラシの申込書︑配送を
がしかわ ＡＲ Ｔ︵ヒガシカワー
ト︶﹂のパラパラブックワークシ

ご希望の場合は町ＨＰでお申し込
みいただけます︒

ネマ﹂として上映します︒

時間帯で︑オリジナルパラパラブ

◆共通事項

ック﹁じめんからでてくる﹂﹁な

ョップを︑大好評につき再度開催

２０００円︑③ＪＡ東川米詰め

にがつれたの﹂の２冊を作ります︒ ▼ジョー・ブラックをよろしく

します︒今回は大人が参加できる

合わせギフトセット︵ゆめぴり

筆記用具等はご用意します︒︵参

５００円︑②ななつぼし５㌔㌘

か４２０㌘２個︑ほしのゆめ４
加無料︶

取扱商品 ①ゆめぴりか５㌔㌘２

２０㌘２個︑大雪旭岳源水５０

日時 ９月６日㈮午後７時〜８時

せんとぴゅあⅡ多目的室

０㍉㍑４本のセット︶２５００
場所

回デザインスクールを開 催し

場所

円︑いずれも無洗米︑税込
定員

第

名︵申込先着順︶

大雪旭岳源水２㍑６本︵ギフト

特典 Ａ︶店頭引換 ２袋につき

申込先 文化レクリエーション課

せんとぴゅあⅡ体験室

セットは除く︶︑ ㌔㌘ごとに

ます

抽選１口︵抽選景品は東川米１
００㌔㌘︑温泉ペア宿泊券︑特

ただきます︒

㈱山一代表・柴原孝氏に講演い

産品セット︶ Ｂ︶配送引換
合計５袋またはギフトセット５

︵ろう︶けつ染﹂の技術や色合い
の美しさを体験できるワークショ

○特定健診：健診当日は特定健診受診券、健康保険証、健診料金が必要です。
○がん検診：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
より助成あり（３〜６ヵ月後に農協から支払い）。申し込み時にお申し出ください。

Higashikawa 2019 September
2019 September
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﹁今︑職人の後継が著しく減少
し︑暮らしの道具を作り続けるこ

そ

他

つまで特別送料５００円＆大雪
日㈮まで

ップを開催します︒下書き︑筆に
よるロウ描き︑はげ染めまでの本

チラシの申込用紙、電話、ファックスで、保健福祉課保健指導室（☎内線504〜507）まで

▶年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
申 込 方 法

㾎日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
今月号広報と一緒に配布されたチラシを参照

16:20

とが難しくなっています︒どうし

対

●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以外の医療保険加入者の扶養家族および協会健保加入者本人
（厚生病院、がん検診センターの健診を受けられるか事業主にお問い合わせください）
●がん検診
30歳以上の町民（令和２年３月31日時点での年齢）
※子宮頸（けい）がん検診は20歳以上の女性町民

■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
検 査 項 目
料
金

の

旭岳源水２㍑×１本
受付期間 ９月

日㈪︑

9月30日㈪まで

16:10

たら続けられるか︑小さくてもい

日㈯〜

定員になり次第締め切り

8日㈰

引換場所はホクレンショップ︑

格的な工程を体験できます︒

申 込 期 間

19:45

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

10月18日㈮
午前7時50分集合（同8時出発）

18:00
4

請求手続きは
お早めに！

11月19日㈫、20日㈬、21日㈭
午前7時〜9時（30分ごと受付）

①平成31年4月1日以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

時

■請求手続き

日

7日㈯
3

25 13

10

■老齢基礎年金を受給している方
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります
以下の要件を満たしている必要があります
㾎65歳以上である
㾎前年の所得額が約462万円以下である
㾎世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
㾎年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

保健福祉センター
（実施医療機関：旭川厚生病院）

13:10
10

■対象となる方

場

13:00

1

25

20

28

旭川がん検診センター
（保健福祉センターからバスで送迎）
会

象

74

11:10
82

30

11:00
共通
2
21

定住促進課
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、
年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

本年度前期の集団検診の申し込みを受け付けています。

75
15

13

9:10

25

い︑少なくてもいい︑でも失くし

９月

23

51

10

道草館︑キトウシ森林公園

引渡期間

21 13

保健福祉課

特定健診・がん検診のお知らせ

15

65

19

27

67

9:00
28

13

70

キトウシ森林
公園発
便名 区分

82

65

27

道草館前
発
27

10

