くらし

の情

害が発生する場合があります︒
また︑野良猫に餌をあげること
で飼い主としての責任が発生し
ます︒
●公営住宅等でのペットの飼育は
禁止です︒
問合せ 税務定住課 住民室
☎役場 内線１１２
適切なごみ分別のお願い

報
Information of Living

たところに出してください︒
①燃やせる／燃やせないごみ
主に住宅地 …
自宅前収集
農家地区 ご
…みステーション
②資源ごみ ご
…みステーション
◆詳しくは︑ごみ分別ガイド︵冊
子︑税務定住課で配布︶や東川
アプリの﹁ゴミ出し﹂︵アプリ
のダウンロードは裏表紙のＱＲ
コードから︶をご覧ください︒
問合せ 税務定住課 住民室
☎役場 内線１１２

10
27,830,000
7,040,000
35,750,000
31,680,000
13,750,000
29,370,000
7,920,000
27,500,000

・国保特定健診・後期高齢者健診を受けた方→500ポイント
・各種がん検診を受けた方→各100ポイントを付与します！
本人名義のＨＵＣと各種健診の領収書を、保健福祉課にご持参ください。
＊ＨＵＣをお持ちでない方は、無料で作成できます。
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指名競争入札
㈲谷地建設
㈲門間建設
㈱藤田組
花本建設㈱
花本建設㈱
藤田建設工業㈱
㈱ベスト
㈱ベスト
公営住宅公園団地Ｂ１・Ｂ２棟ストック総合改善工事
公営住宅公園団地Ｃ１・Ｃ２棟ストック総合改善工事
西３号道路改良工事
8月27日
西10号道路改良工事
西５号道路舗装工事１工区
9月3日 北４条道路改良工事
キトウシケビン基盤整備工事
9月10日 西５号道路改良工事２工区

○特定健診：健診当日は特定健診受診券、健康保険証が必要です。
○後期高齢者健診：健康保険証が必要です。

8月20日

そ

10

契約方法等
業 務 名 等

広報折込チラシの申込用紙か、電話・FAXで保健福祉課 保健指導室（役場☎内線504~507）へ

20

●がん検診
30歳以上の町民（令和３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

20

10

●特定健診
特定健診受診券をお持ちの
①30歳〜74歳の町民で大雪地区広域連合国民健康保険加入者
②40歳〜74歳の町民で、①以外の医療保険加入の扶養家族および協会健保本人
（受けられる健診機関を、事業主などに事前にご確認下さい）

健康・福祉

特定健診、胃がん・大腸がん・肺がん検診、
乳がん・子宮がん検診、婦人科超音波

発熱症状がある場合は事前に電話して

特定健診、後期高齢者健診、
胃がん・大腸がん・肺がん検診

※

項

この情報は９月中旬のものです︒ 月以

定員になり次第締め切り

降変更となる場合があります︒

定員になり次第締め切り

来 院を

申 込 期 間

入札日

申 込 方 法

10

基礎疾患がある方 ⑤強いだる
動です︒雪道でも体を支えて歩く
さや息苦しさがある方で︑発熱
ため転びにくく︑上半身を含めた
が﹁２日以上﹂ある方
全身運動になるので普通に歩く
相談先 町立診療所︵☎
２１
よりも運動量がアップします︒年
０１︶︑道健康相談センター
齢・男女問わず無理なく健康を維
︵☎０８００ ２２２ ００１８︶ 持でき︑運動不足解消に効果的で
す︒
内容 基本動作の説明と歩行体験
町立診療所のご案内
対象 町内在住の方
東川町立診療所では次のとおり
日時
月 日㈫午前 時〜同
診察を行っています︒
時半
診療時間 午前８時半〜正午︑午
場所 農村環境改善センター
後１時〜同５時︵受付は午後４
持ち物 運動しやすい靴︑軍手な
時 分まで︶
どの手袋︑帽子︑汗ふき用タオ
診療科目 内科︑外科・小児科
ル︑飲料水︑動きやすい服装︑
︵毎週㈬の午後１時〜同４時頃
リュック︵歩行時に両手が使え
は訪問診療のため休診︒医師が
るように︶︑お持ちの方はノル
戻り次第再開︶︑リハビリテー
ディックウォーキング用ポール
ション科
※雨天でも調節ができ︑動きや
専門外来︵曜日限定開設︶ 消
すい服装でご参加下さい︒
化器内科︵㈪午前︑㈭午前・午
定員
名程度︵要申込︶
後︶︑呼吸器内科︵隔週㈮午前
申込 保健福祉課 保健指導室
時〜正午・午後︶
その他 禁煙外来︑各種健康診断︑
☎役場 内線５０５
予防接種︵㈫㈭㈮午後︶︑訪問
診療︑無料送迎︵登録制︒町立
体重スッキリ教室
診療所に通院しており︑交通手
食事の不適切な摂取や運動不足
段がなく︑一人で車の乗降がで
から生活習慣病が増えています︒
きる方が対象︶など
﹁自分の健康は自分で守る﹂を柱
問合せ 東川町立診療所
に︑改めて健康の大切さを考えて
☎
みましょう︒
２１０１
内容 健康講話︑体脂肪測定︑簡
単な運動実技
ノルディックウォーキング教室
ノルディックウォーキングとは︑ 対象 体重増加が気になる方
日時
月 日㈭午前 時〜正午
ポールを両手で持って歩行する運

10月15日㈭、12月16日㈬
7:45保健福祉センター集合（8:00出発）

東川町立診療所では現在︑新型
コロナウイルス︵ covit-19
︶感染
症対策として︑発熱のある方は事
前に電話相談をいただいたうえで︑
院外診察を行っています︒
今後は９月下旬完成予定の院外
診察室︑または自家用車内にて診
察を行います︒受診には電話によ
る事前の状況確認と予約が必要で
す︒︵原則︑自家用車で来院いた
だきます︒また︑ご予約のない方
の診察はできません︒︶
対象者 ①風邪の症状や発熱が
﹁４日以上﹂続く方 ②高齢者
③妊婦 ④糖尿病・心不全・
呼吸器疾患︵ＣＯＰＤなど︶の

11月18日㈬･19日㈭･20日㈮
各日7:00-9:00（30分ごと受付）

生活・仕事相談会を継続中

時

いつもごみの分別にご協力いた
だきありがとうございます︒
しかし最近︑家庭ごみ︑特に資
源ごみの分別や出し方が適切でな
いとの相談が多くあります︒回収
できずにごみステーションの中に
ごみが残ると︑各町内会の担当の
方に大変ご迷惑がかかります︒ル
ールを確認し徹底してください︒
▼指定のごみ袋に入れてください︒
資源ごみの袋は︑①びん︑②缶︑
③ペットボトル︑④プラスチッ
クの４種類あります︒︵新聞紙
や雑誌︑紙パックなどは袋不要︶
▼プラスチック製の食器やバケツ︑
植木鉢などは資源ごみではなく
燃えるゴミです︒プラスチック
ごみは︑プラのマークのついた
ものや食品用トレー︑発泡スチ
ロールなどです︒
▼空き缶と空き瓶を混ぜて出さな
いでください︒それぞれ別の専
用ごみ袋があります︒
▼ごみは朝８時半までに決められ

場所 保健福祉センター 集団検
診室
持ち物 筆記道具︑飲み物︑タオ
ル︑運動しやすい服装
定員
名程度︵要申込︑ＢＭＩ
が高い方を優先します︶
申込 保健福祉課 保健指導室
☎役場 内線５０５
生活や仕事のことでお困りの方
を対象に︑電話やメールで個別に
相談を受けています︒︵無料︶
﹁生活に困っているが︑相談す
る相手がいない﹂﹁相談先がわか
らない﹂など︑生活や仕事に関わ
ることをなんでもご相談ください︒
相談時間 午前９時〜午後６時
相談先 かみかわ生活あんしんセ
ンター︵旭川市豊岡１条２丁目
１
︶☎
８８００︑℻
００２１︑Ｅメール

anshin@kamikawa19.hokkaido.jp
女性に対する暴力の相談窓口

女性の約１割が配偶者からの暴
力に悩み︑苦しんでいます︒
各機関で女性に対する様々な暴
力に関する相談を受け付けていま
す︒早めの相談が問題解決への第
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
ルハラスメント︑ストーカー被害
など各種相談窓口がありますので︑
一人で悩まずに相談を︒
問合せ 相談ナビ☎０５７０
０ ５５２１０︑役場保健福
祉課
ままこっこクラス

日

Higashikawa 2020.10

Higashikawa 2020.10

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）

11

Information of Living

助産師を中心に︑不安や悩みを
相談しながら楽しく交流する講座
です︒

報

保健福祉センター
（実施医療機関：旭川厚生病院）

都市建設課

建設工事、委託業務の入札結果のお知らせ
今月号広報と一緒に配布されたチラシをご覧ください。

他

骨盤底筋体操教室

の情

骨盤底筋は︑膀胱︑子宮︑直
腸などの臓器を支える筋肉です︒
骨盤底筋を鍛える事で体のバラン
スが整い︑尿トラブルの改善や老
化・肥満防止にもなります︒運動
不足解消に家でもできる簡単スト
レッチもあります︒若い方も︑こ
の機会に骨盤底筋を鍛えましょう︒
内容 骨盤底筋体操︑ストレッチ
対象 どなたでも︵帝王切開で出
産した方︑ぜひ！︶
講師 健康運動指導士・角幡和子
氏︵㈱フィットＵ︶
日時
月６日㈮午前 時〜正午
場所 農村環境改善センター
持ち物 運動靴︑服装︑タオル
︵汗ふき用︶︑飲料水︑筆記
道具︑お持ちの方はヨガマッ
ト
定員
名︵要申込︶
その他 託児あり︵無料︶︒申込
時にお知らせ下さい︒
申込 保健福祉課 保健指導室
☎役場 内線５０５

くらし

場

45

82

保健福祉課

後期集団健診（特定健診・がん検診・後期高齢者健診）のお知らせ
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請負業者
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の
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●後期高齢者健診
75歳以上の町民（65歳以上で後期高齢者医療保険加入者も含む）
者
象
対
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（税込み、円）
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