議会事務局から

定住促進課から
国民年金保険料を納付書で納めて

定住促進課

午後１時〜午後５時
午後１時〜午後５時

号

郵便番号も変わります︒お間違いのないようお気をつけください︒

新栄地区で住居表示を行います︵２月１日付け︶ 問合せ

2月19日㈬

００４

問合せ 旭川年金事務所☎ │５

の２月〜４月分も含まれています︒

分と記載されていますが︑改元前

収票﹂が送付されます︒令和元年

﹁令和元年分公的年金等の源泉徴

された所得税額等をお知らせする

（旧 : 西 10 号北 （旧 : 西 10 号北
31,33,35 番地 )
32,34,36 番地 )

口座振替やクレジットカード納

西

〒071-1414

いただいてる皆様へ

付をご利用いただくと︑金融機関
等へ保険料を納めに行く手間と時
間を省けます︒また︑自動で引き
落としになりますので︑納め忘れ

規定する保険給付にかかるサー
ビスを受けるための資金
⑧生活資金 技能習得および医療

新栄西１丁目 新 栄 南１丁 目

住民室☎内線 １１２

昨年 月より︑スマートフォン

﹁東川アプリ﹂リリース！

向けの東川町公式アプリを配信し
ています︒︵ iOS/Android
︶
さらに︑保険料をまとめて前払

の心配がありません︒
い︵前納︶すると︑保険料が割引

翌年３月分︶︑１年分︵４月分〜

２０１９︵令和元・平成 ︶年

能を習得するのに必要な資金

保健福祉センター

介護資金を借りている期間の生
活を維持するための資金
や住宅取得に必要な資金

⑨住宅資金 住宅の補修・増改築

の賃借に必要な資金

⑩転宅資金 住居移転の際︑住宅

もしくは修業施設への入所に必

⑪就学支度資金 お子さんの入学
要な資金
⑫結婚資金 お子さんの婚姻に際
し必要な資金
※貸付にあたっては︑詳細な基準
と各資金に応じて添付すべき書
類があります︒また︑それぞれ
貸付限度額や償還期間︑貸付利
日㈮
社会福祉室に電話

２月

率等があります︒
申込締切
申込方法

合振興局子ども子育て支援係︶

その他 母子自立支援員︵上川総
は︑資金の借入れをはじめ心配

東川養護学校

☎内線３１１

第２回町民と議会の意見交換会を
開催します

町民に開かれた議会として︑議
会運営の改善や町政発展のため︑
現時点では①ごみ出し︵ごみの

になります︵割引率は納付方法に

日に通知を受け取る︑ごみの分別
②除排雪情報 ③イベントカレ

辞典︑ゴミの出し方の確認など︶
より異なります︶︒前納には︑半
年分︵４月分〜９月分︑ 月分〜

ンダー ④避難所マップ の機能
を使用することができます︒
アプリストアで﹁東川町﹂と検
索し︑ダウンロードしてください︒ 翌年３月分︶︑２年分︵４月分〜
令和元年分公的年金等の源泉徴収

中に厚生年金保険︑国民年金等の

票が発送されます

前納をご希望の場合は︑２月末ま
老齢または退職を支給事由とする

４月分からの口座振替等による

翌々年３月分︶の区分があります︒

でに金融機関の窓口または年金事
年金を受けとった方に︑日本年金

⑥就職支度資金 就職に必要な被

時
会場

の子どもと保護者︵要申込︶

対象 １歳半健診後〜就学前まで

森山大樹法律事務所（東町会館２階、完全予約制）
予約・お問合せは2月10日㈪まで
（役場企画総務課総務室）
道道 東川旭川線（北５線）

議会の活動状況や町政に関する情
報を提供するとともに︑諸課題に
ついて住民のみなさまと意見交換
を行ないます︒︵申込不要︶
ら議会基本条例の策定等につい

内容 ①議会改革等特別委員会か
ての報告 ②町政全般について
の意見交換
８時半

務所でお申し込みください︒
機構より年金の金額や源泉徴収

問合せ 旭川年金事務所☎ │５
００４

子育てで感じる不安や心配事を

または就職するための知識・技

保健師や栄養士と一緒に解決しま

⑦医療介護資金 医療を受けるた

すくすく健康相談を行います

しょう︒個別に相談を行います︒

生活・仕事相談会が開催されます

を対象に﹁生活・仕事相談会﹂が
ご兄弟・姉妹はスタッフが見てい

生活や仕事のことでお困りの方
開催されます︒﹁生活に困ってい

日㈭
分

分

時

計測・問診︑子育て相談︑

保健指導室

母子手帳

栄養相談︑発達相談

内容
持ち物

申込・問合せ

母子父子寡婦福祉資金貸付制度の

北海道では︑母子父子家庭︑寡

お知らせ

している児童︵子︶の福祉を増進
することを目的として︑次のとお
り貸し出しを実施しています︒
ために必要な設備費︑資材等の

①事業開始資金 事業を開始する
購入資金
②事業継続資金 現在継続中の事
業を継続するための運転資金

事などについて相談を受けてい
ます︒︵☎ │５９９０︶

学・専修学校就学に必要な資金

⑤修業資金 お子さんが事業開始

格の習得に必要な資金

または就職するための技能や資

④技能習得資金 自ら事業を開始︑

③修学資金 お子さんの高校・大

服︑履物等を購入する資金

るので相談にのってほしい﹂﹁働

２月
分〜同

日㈬午後３時

日時 ３月 日㈭午前９時〜同

めに必要な資金︑介護保険法に

日時
時

①午前９時半〜同

２月

旭川がん検診センター

ん検診
保健指導室

申込締切
申込先

２月７日㈮

ん検診︑肝炎検査︑乳・子宮が

内容 特定健診︑胃・肺・大腸が

場所

前７時 分集合

日時 ２月 日㈭ バス送迎は午

方はぜひ受診してください︒

定健診やがん検診を受けていない

今年度最後の送迎検診です︒特

２月の集団検診のお知らせ

anshin@kamikawa19.hokkaido.jp 婦などの経済的自立を助け︑扶養

│００２１︑

１│ ︶☎ │８８００︑℻

ター﹂︵旭川市豊岡１条２丁目

所﹁かみかわ生活あんしんセン

申込・問合せ 自立相談支援事業

申込締切

区コミュニティセンター

場所 ①改善センター ②第一地

②午前

時

なんでもご相談ください︒︵無料︶

など︑生活や仕事に関わることを

きたいけど就職先が見つからない﹂ ます︒安心してご利用ください︒

72

日時 ２月 日㈯午後６時半〜同
場所 役場３階 大会議室

〜いじゅうはじゆう 〜オール東 川

東京・渋谷にて︑東川町を体感

フェアを開催します

できるフェアを開催します︒東京
にお住まいのお知り合いや移住を
検討中の方がいらっしゃいました
ら︑ぜひおすすめください︒
の椅子﹂展示︑東川小学校パノ

北6線

町内会
25区
23区
東雲
第13南
北町３丁目

19

〒071-1415

〒071-1413

届出人
平林 紀代子
大門 秀子
中原 実
麻下 あき子
矢野 香代子

33

内容 町のＰＲ︑移住相談︑﹁君
ウォーク︵上下左右を視ること
のできるＶＲコンテンツ︶︑町
内飲食店の物産︵ヨシノリコー

新 栄 北１丁 目 新栄東１丁目

昨年12月16日〜1月14日に確認できた方
（敬称略、掲載はご承諾をいただいております）

ヒー︑北の住まい設計社カフェ︑
︑ liko
他︶︑東川町産の
tekago

食材を使った有名店・シェフに
よる特別メニューの提供など
日時 ２月 日㈮〜 日㈭各日午
前 時〜午後８時
場所 渋谷パルコ︵東京都渋谷区
宇田川町 │１︶

社会福祉室☎内線 ５０２

保健福祉課から
保健指導室☎内線 ５０４

を開催します

﹁地域の居場所づくり﹂事例発表会

高齢者や子ども︑地域の方など
が集まる﹁居場所﹂を作っている
３団体による事例発表です︒
改善センター ホール

日時 ２月７日㈮午前 時〜正午
場所

参加料 無料︑２月５日㈬までに
社会福祉室へ要申込

20
35

72

ハルキッチンには寒〜い冬
でもあったかくなるメニュー
がたくさん︒ドライカレーの
チーズ焼き︵１０００円︶は︑
道産豚ひき肉をオリジナルス
パイスと野菜でじっくり煮込
んだドライカレーを︑チーズ
たっぷりで焼き上げたドリア︒
真ん中にはトロッと卵が入っ
ていてマイルドな味わいです︒
お惣菜︵この日はふろふき
大根と豆たっぷりの茶わん蒸
し︶︑サラダ︑スープもつい
てこのお値段︒しかもご飯を
無料で多めにできます︒ 日
間かけてじっくり作る人気の
スモークドチキンランチやホ
ワイトソースのドリア︑本日
のデザートもオススメです！
店名 ハルキッチン
住所 東 号南４番地
営業 午前 時半〜午後４時
︵４月以降は同５時迄︶
定休 ㈬㈭︵㈫は午後３時迄︶
電話 ０９０│６９９２│０
１３１

︻内容や値段等は予告なく変わる可能
性があります︒予めご了承ください︼

10

12

無料法律相談
11

11

38

寒
い
冬
に
は
あ
っ
た
か
ド
リ
ア
景色や鳥たちを眺めつつお食事♪

（旧 : 西 10 号北 （旧 : 西 10 号北
37,39 番地 )
38,40,42 番地 )

31

10

10

倉沼川

町内会
17区

歳
87歳
73歳
96歳
70歳
88歳

新婦
志津子

ご結婚
新郎
播磨 輝彦
この事業はサマージャン
ボ宝くじの収益金を活用
して実施しています。

〒071-1416
28

45

10
11

13

10

人のうごき

く ら し・ネ ッ ト ワ ー ク

46

12
Higashikawa 2020 February
2020 February

13 Higashikawa

人口・世帯数 昨年12月末日現在
人 口／ 8,380人（前月比− 2人）
男 ／ 3,903人（前月比− 3人）
女 ／ 4,477人（前月比＋ 1人）
世帯数／ 3,992戸（前月比± 0戸）
4人
出 生／
7人
死 亡／
31人
転 入／
29人
転 出／
1人
その他／
11

南町１丁目
稲葉 啓晟

町内会
母

12

おくやみ
亡き人
平林 元
大門 健男
中原 浅一
麻下 隆眞
谷川 茂

南町１丁目
けいせい

舞子
いなば

可南子

浜辺 蕗

11区
り く

佑
ふき

東雲
奈津美
おがわ

健太

はまべ

愛奈
直樹
小川 琳久

らいき

父

お誕生
生まれた子

友輔
畑中 来輝

はたなか

27

27

10

50

22

21

15

16

くらし
・
ネットワーク
10

