本年度前期の集団検診の申し込みを受け付けています。

11月17日㈬･18日㈭･19日㈮
各日7:00-9:00（30分ごと受付）

10月28日㈭
7：45保健福祉センター集合（8：00出発）
申 込 期 間

定員になり次第締め切り

10月８日㈮まで

対

●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）

定員
名︵無料︑先着順︶
申込期間 ９月８日㈬まで
申込先 文化交流課 交流推進室
☎役場 内線７３５

時

Information of Living

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）
日

報
無料・予約不要です。対象者への個別案内は行
いません。

の情

他

術者となるべく大学等へ進学する
学生に交付します︒︵令和３年度
から開始︶
町内の企業より町にいただいた
寄付金を原資に︑町予算を加えて
運用しています︒
対象者 次の全てを満たす者
①国内外の大学︑短期大学︑専
門学校等のうち︑建築・土木・
造形・工芸の技術者を育成する
学科へ進学した学生 ②保護者
等が１年以上東川町に在住 ③
税等の滞納がない
支給金額
万円

そ の

くらし
度から大学院・町外の専門学校等
も対象です︒︻令和 年度まで継
続︼
㈱ホクリク︵東京都︑野口研二
社長︶の企業版ふるさと納税を原
資としています︒
対象者 ▼︹１年次︺次の全て
を満たす者 ①今年国内の大学
︵４年制︶︑短期大学︑専門学
校︵通信教育課程を除く︶︑海
外の大学に進学した学生︑また
は４年次に進学する高等専門学
校の学生︑４年制大学等に編入
学する学生︑大学院生︵条件あ
り︶ ②保護者等が１年以上東
川町に在住 ③税等の滞納がな
い ▼︹２年次以降︺毎年度︑
申請が必要
支給金額 ▼︹１年次︺国内大学
等 万円︑海外大学等
万円
学校︑大学に入学︵または在学
▼︹２年次以降︺自宅外通学
中︶の学生で︑経済的に厳しい
月４万円︑自宅通学 月１万円
家庭環境だと認められる者︵町
申請方法 申請書︑在学証明書
就学援助費該当世帯に準ずる︶
︵大学︶︑成績証明書︵高校︶
②保護者等が１年以上東川町に
を提出
在住 ③税等の滞納がない
◆小西健二奨学金
支給金額 ▼短期大学生︑高等専
向学心にあふれ︑品行方正で学
門学校生
万円 ▼大学生
業優秀であり︑経済的に恵まれな
万円
い環境にある学生に交付します︒
故・小西健二氏︵平成 年逝去︶
申請方法 申請書を入学年度︵高
より遺贈された３千万円を原資に︑
等専門学校生は４年進級年度︶
町予算を加えて運用しています︒
に提出
対象者 次の全てを満たす者
◆ものづくり技術者育成奨学金
①国公立の短期大学︑高等専門
次代を担う優れたものづくり技

申請方法 大学進学奨学助成金申
請書類を兼ねる
◆共通事項
申請期限 ９月末日︵第２次︶
支給時期
月末日予定
申請書 町教委 に掲載︑町教委
事務局で配布
問合せ・申請 学校教育課
☎役場 内線５８１・５８２

保健福祉課 保健指導室

後期集団健診（特定健診・がん検診）
▼定期コンサート vol.24
韓国家庭料理教室
韓国ドラマや映画に登場する韓
ゲスト 仲山涼太︵ギター︶︑仲
国の家庭料理を一緒に作りません
山歩︵フルート︶︑竹中裕深
か？全４回︑毎回異なるメニュー
︵チェロ︶
です︒︵料理はお持ち帰り︶
内容 照明や映像︑香りや季節の
講師 キム・ダユン︵韓国ＣＩＲ︶
演出と︑多彩なゲストによる本
日時 ①９月 日㈮﹃パラサイト﹄
格的なコンサート︒音楽堂の魅
よりチャジャンミョンとカクテ
力を︑音楽と共に五感で感じら
キ ②９月 日㈰﹃愛の不時着﹄
れる特別な一夜です︒
よりヤンニョムチキンとドンチ
日時 ９月 日㈯午後７時〜
ミ ③ 月１日㈮﹃サイコだけ
Ｗ
※ＥＢ同時配信︵有料︶
ど大丈夫﹄よりジャンジョリム
入場料 ３０００円︵ドリンク＆
と参鶏粥 ④ 月３日㈰﹃ヴィ
お菓子付︑要予約︶
ンチェンツォ﹄よりトッポッキ
▼夜音茶論 KANADE NIGHT
とキンパ
内容 演奏可能な音楽堂無料開放
各日午後１時〜同３時半
日です︒どなたでもＯＫ！
場所 保健福祉センター２階 栄
日時 ９月 日㈮午後６時半〜
▼ Sunday classic
養指導室
対象 東川町民
内容 北海道に縁ある若手実力派
定員 各回 名︵無料︑先着順︶
演奏家によるクラシック演奏︒
申込期間 ９月６日㈪〜 日㈬
演奏 叶楓花︵サックス︶︑松本
申込先 文化交流課 交流推進室
聖那︵ピアノ︶
日時 ９月 日㈰ ①親子で楽し
☎役場 内線７３７
むクラシック 午前 時半〜
②あなたと楽しむクラシック
音楽で元気になろう♬
午後３時半〜
入場料 ①無料︵町民限定︶
②町民無料／町外１５００円
▼夜音茶論︵音楽堂無料開放日︶
町地域おこし協力隊のアコース
ティックユニット・ドートレトミ
シーといっしょに︑音楽で元気に
なりましょう！

10

９月30日㈭ 16:00〜19:00
会

場

保健福祉センター １階

Information of Living

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
申 込 方 法

健診項目と料金は、広報折込チラシをご覧ください。
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。
他
の
そ
▲ＷＥＢでの視 聴
はこちら

時

時〜午後３時 ⑥ 月 日㈭
大雪山を快適で楽しく利用するための
午前９時〜午後３時半
フォーラム
受講料 無料
雄大壮美な大雪山と上川アイヌ
申込締切 ９月 日㈪㊗
文化に触れるひととき︒大自然と
会場 旭川市子ども総合相談セン
の向き合い方︑利用のあり方︑畏
ター︵旭川市 条通 丁目︶
怖畏敬の心構えについて︑いっし
問合せ・申込 上川中部こども緊
ょに考えてみませんか︒
急さぽねっと☎
講師 ①仲俣善雄氏︵山のトイレ
５３８０
を考える会︶ ②鳥羽晃一氏
︵平日午前９時〜午後５時︶
︵登山ガイド・スキーガイド︶
日時 ①９月 日㈯午後１時〜同
その他
３時半 ②９月 日㈰午前 時
〜午後 時半
ほんの森で寄贈ＤＶＤ視聴開始
場所 旭岳ビジターセンター
１月に故杉本勇氏︵元﹃北海道
定員 両日 名︵無料︑要申込︶
中ひざくりげ﹄プロデューサー︶
問合せ 旭岳ビジターセンター
のご遺族から寄贈いただいたＤＶ
☎
Ｄを︑せんとぴゅあⅡ館内のＰＣ
２１５３
コーナーで視聴いただけるように
なりました︵無料︑館外貸出は不
ロシア料理教室
可︶︒国内外の映画やドラマなど
ロシアでは魚の卵全てをイクラ
を毎月 作品ずつ入れ替えますの
と呼びます︒そして︑野菜をペー
で︑視聴をご希望の方はほんの森
スト状にしてじっくり煮込んだ料
カウンターへお越しください︒
理もイクラと呼ばれています︒甘
問合せ 文化交流課 文化推進室
じょっぱいナスのイクラは美味し
くて野菜たっぷり︑一年間保管で
☎役場 内線７３８
きる料理です︒ぜひ一緒に作りま
せんか？︵料理はお持ち帰り︶
イベント
講師 キロウァ・アイタリー︵ロ
シアＣＩＲ︶
参
※加の際は︑検温︑手指の消毒︑
マスクの着用にご協力ください︒ 日時 ９月 日㈯午後２時〜午後
４時半
状況により中止・延期・オンラ
場所 保健福祉センター２階 栄
イン開催になる可能性や︑入場
制限を行う場合があります︒
養指導室
対象 中学生以上の東川町民

報

●がん検診…30歳以上の町民（令和４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

18

24

26

血液検査（約１か月後に結果が判明し、精密検
査の必要の有無を通知）

10

者

容

12

象

内

11

保健福祉センター
（実施医療機関：旭川厚生病院）

22

・対象町内会に居住する小学３年生以上の町民
・対象町内会以外で５年以上健診を受けていな
い町民

20

10

10

対 象 者

12

10

17区西町、南町１〜３丁目、23区、東倉沼、
25区、東雲、上岐登牛

97

日

21

場

10

募集

の情

11

会

24

26

子育て支援者養成講座︵後期︶

﹁上川中部こども緊急さぽねっ
と事業﹂を運営する特定非営利活
動法人旭川ＮＰＯサポートセンタ
ーでは︑年に２回﹃子育て支援者
養成講座﹄を開催しています︒
全６日程を全て修了すると︑子
どもの病気や急な残業︑出張など
の時に子どもを預かる﹁こども緊
急さぽねっと事業﹂のスタッフ会
員として登録できるほか︑町の養
育者支援事業の訪問支援員︑子育
て支援センターや社会福祉協議会
の託児ボランティアなど︑幅広く
活動できるようになります︒子ど
もが好きな方︑子育てのサポート
をしたい方はぜひご参加ください︒
日時 ① 月８日㈮・② 月 日
㈫各日午前 時〜午後３時 ③
月 日㈬午前９時半〜午後２
時半 ④ 月 日㈪午前９時半
〜午後３時 ⑤ 月 日㈫午前

くらし

74

10

10

10

20

保健福祉課 保健指導室

エキノコックス症検診

Higashikawa 2021.09

12
Higashikawa 2021.09

13

12

エキノコックスは寄生虫の一種です。成虫がつくる卵が人の口に入
ると、腸で幼虫となり、主に肝臓に寄生し、エキノコックス症を引き起こ
します。感染してから自覚症状が出るまで数年〜数十年かかるため、
早期発見が大切です。
この検診は、毎年対象町内会地区を決めて行っており、５年に一度
対象になります。
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対象町内会
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