800円
1,500円

750円
婦人科超音波

520円

520円
子宮体部検診
（必要な方のみ）

700円

350円

Information of Living
子育て講座﹁陶芸教室﹂

1,600円

報
親 子 遊 びの体 験 教 室﹁こいのぼり 制

50歳以上

の情
作﹂

お子さんと離れてのリフレッシ
ュ講座です︒カレー皿を作りまし
ょう︒︵託児あり︶
講師 滝本宣博さんご夫婦︵理創
夢工房︶
日時 ５月 日㈭午前 時〜正午
場所 子育て支援センター会議室
対象 子育て中の方︵ 組程度︶
参加料 材料費１２００円
申込先 子育て支援センター
☎
５１００

950円

農業委員会委員に欠員が生じた

農業委員会委員の候補者

30
﹁椅子の日に︑椅子のお話﹂第
弾はモダンチェアの源の一つ
とされる﹁シェーカーチェア﹂︒
﹁美は有用性に宿る﹂の価値観で
作られた素朴な椅子を紐解きます︒
講師 織田憲嗣氏
日時 ４月 日㈭午後６時半〜同
７時半
場所 せんとぴゅあⅡ 多目的室
定員
名︵無料︑先着順︶
申込締切 ４月 日㈬午後５時
申込先 文化交流課 文化推進室
☎役場 内線７６４

デザインスクール特別編⑫

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︒
状況により中止・延期・内容変
更・入場制限を行う場合があり
ます︒

イベント

ため︑候補者を募集します︒団体
からの推薦のほか︑一般公募︵立
候補︶も受け付けます︒推薦書等
は産業振興課や町 で配布します︒
応募資格 農業に関する識見のあ
る東川町民︵募集人数は１名︶
募集締切 ５月２日㈪
届出先 産業振興課農林業振興室
☎役場 内線１３１

申込

旭川がん検診センター（☎５３−７１１１） または
フリーダイヤル☎０１２０−９７２−４８９ へ電話で予約

親子で一緒に楽しみながら︑い
ろいろな遊びを体験しませんか？
日時 ４月 日㈭午前 時〜同
時半
場所 子育て支援センター
対象 １〜２歳児と保護者
定員
組程度︵要予約︶
申込先 子育て支援センター
☎
５１００

1,900円

くらし
②緊急を要する預かり︵急な保
育園などへの送迎や一時預かり
など︶︑③急な出張などによる
宿泊の預かり︑④仕事や育児の
両立などのために必要な援助
︵買い物やリフレッシュなど︶
利用料金 ▼宿泊以外 ①午前７
時半〜午後６時 １０００円／
時間 ②午後６時〜翌朝８時
１２００円／時間 ▼宿泊︵保
育園・学童終了後から登園・登
校まで︶ ①３歳未満 １万２
千円／日 ②３歳以上 １万円
費用助成 ２分の１︵ひとり親家
庭︑町民税非課税世帯は５分の
４を助成︶
受付時間 ㈪〜㈮午前９時〜午後
５時︵平日のみ︶
申込先 上川中部こども緊急さぽ
ねっと ☎
５３８０
︵役場窓口 保健福祉課︶
０歳児開放日﹁よちよち﹂

10

50歳未満

福祉給付金の支給手続き

該当する世帯で受給を希望する
場合は申請してください︵４月分
から支給を受けるには４月中に申
請が必要です︶︒
対象 町民税所得割非課税世帯で︑
高等学校・高等専門学校・高等
養護学校に通学する子を養育す
る世帯︵住宅借入金等特別税額
控除を受けている場合は︑その
控除前の町民税額︶
給付金額 対象の子１人につき月
額８０００円
申請書類 ①令和３年度の町民税
が所得割非課税であることを証
する書類︵昨年１月１日現在で
保護者の住民票が東川町にある
場合は不要︶︑②在学証明書︑
③預金通帳の写し︵口座番号等
のわかる面︶
申請先 保健福祉課 社会福祉室
☎役場 内線５０３

子育て・教育

受診料金

10

500円

12

500円

胃がん

こども緊急さぽねっと

21

国保・
後期高齢者
国保以外

20歳以上

喀痰検査
（必要な方のみ）
肺がん

10

子宮頸（けい）がん

10

82

受診年齢
（来年3月末時点）
検査項目

82

250円

HP

乳児が安心して遊べる場所をお
探しのみなさん︒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︒
内容 お母さんの交流会 〜子育
てについてお話しましょう〜
日時 ４月 日㈭午前 時〜正午
場所 子育て支援センター
対象 ０歳児と保護者︵定員なし︶
問合せ 子育て支援センター
☎
５１００
乳がん

500円

大腸がん

50

地域の方がお子さんを預かる制
度﹁こども緊急さぽねっと﹂の利
用料を補助しています︒利用には
事前登録が必要です︒
対象児童 ０歳〜小学６年生
支援内容 ①子どもの急な発病で
保育園へ預けられない時の預か
り︵対応できない場合あり︶︑

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

募集

11

胸部X線検査

designschool.higashikawa@gmail.com

14

旭川がん検診センターの個別がん検診 保健福祉課

同８時半
勤務時間 週５日︵㈪〜㈮︑休校
定員
人︵面接試験で決定︶
日は除く︶︑月 日以内︑午前
料金 ５０６０円
８時〜午後３時 分のうち７時
◆共通事項
間
申込期限 ４月 日㈮
報酬 日額６３００円︵町会計年
度任用職員の給与及び費用弁償
会場 おぴった︵旭川市宮前１条
に関する条例による︶
３丁目３ ７︶
▼教育支援室支援員
申込先 保健福祉課 社会福祉室
条件 次の全てを満たす者
☎役場 内線５０３
①町内在住者で概ね 歳未満
②教員免許︑社会福祉士︑精神
要約筆記者養成講座の受講者
保健福祉士︑臨床心理士︑公
聴覚障がいのある方に話の要点
認心理士のいずれかの資格保
を書いて伝える要約筆記︵筆記︑
有者が望ましい︒
パソコン︶を学ぶことができます︒
③普通自動車運転免許保有者
対象 義務教育を修了した方
勤務時間 週４日間︵㈫〜㈮︑長
日時 ５月 日〜 月 日の㈫㈮
期休業期間は除く︶︑午前 時
︵全 回︶ 午前 時〜正午
〜午後４時の５時間︵休憩１時
定員
人︵抽選︶
間︶
料金 ３６７０円
報酬 時給１０７０円︵町会計年
申込期限 ４月 日㈭
度任用職員賃金規定による︶
会場 おぴった︵旭川市宮前１条
◆共通事項
３丁目３ ７︶
募集人員 各１名
申込先 保健福祉課 社会福祉室
任用期間 ５月１日〜来年３月
☎役場 内線５０３
日︵継続あり︶
申込方法 履歴書︑各種資格証の
会計年度任用職員︵給食調理員︑教育
写し︵有資格者のみ︶を提出
支援室支援員︶
申込締切 ４月末
その他 面接は申込者に後日連絡
申込先 学校教育課
☎役場 内線５８１

Information of Living

次のとおり募集します︒
▼給食調理員︵小学校か中学校︶
条件 次の全てを満たす者
①町内在住者で概ね 歳未満
②調理師資格取得者︵調理師資
格の取得意欲のある者を含む︶
③普通自動車運転免許保有者

10

手話講座の受講者

手話は手と表情で表す〝目で見
る言葉〟です︒手話を生活や地域
で役立ててみませんか？
▼初級手話講座
対象 義務教育を修了しており︑
手話を学んだことがない方
日時 ５月 日〜 月６日の原則
㈫︵全 回︶ ①昼の部 午前
時〜同 時半 ②夜の部 午
後７時〜同８時半
定員 各部 人︵抽選︶
料金 各部３３００円
▼中級手話講座
対象 初級手話講座の修了者
日時 ５月 日〜 月 日の原則
㈬︵全 回︶ ①昼の部 午前
時〜同 時半 ②夜の部 午
後７時〜同８時半
定員 各部 人︵抽選︶
料金 各部３３００円
▼手話通訳者養成講座Ⅰ
対象 聴覚障がいのある方と手話
で日常会話できる方︵来年度に
同講座Ⅱの受講が必要︶
日時 ５月 日〜来年３月 日の
原則㈭︵全 回︶ 午後７時〜

報

30歳以上
350円

13

25

50

動車税の課税免除の適用を受け
ている場合は︑ハイヤーチケッ
ト年間 枚または自家用車燃料
費助成券 枚を交付︒
申請方法 ①申請書︵対象と思わ
れる方へ３月に郵送済み︶︑②
印鑑︑③身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳
のいずれか︑を提出
その他 チケットは審査後︑４月
以降に簡易書留で郵送します︒
▼精神障害者のバス料金助成
対象 ２級または３級の精神保健
福祉手帳を持ち︑次の①〜④の
いずれにも該当しない方
①生活保護の受給者︑②世帯の
合計所得が一定基準以上︵例
世帯員が１人の場合は所得２３
６万円以上︶︑③長期入院中ま
たは施設などに入所している︑
④地域活動支援センター等通所
交通費助成の受給者
助成内容︵年額︶ バスＩＣカー
ド１万円分
申請方法 ①申請書︵対象と思わ
れる方へ４月中旬に郵送︶︑②
印鑑︑③精神障害者保健福祉手
帳︑③バスＩＣカード︑を提出
◆共通事項
代理申請の場合は保険証などの
身分証明書が必要です︒
申請先 保健福祉課社会福祉室
役場☎内線５０２・５０３

の情

10

700円

13

10

74

14

20

Higashikawa 2022.04

Higashikawa 2022.04

45 13

750円

31

82

20

20 42

返済不要の３奨学金︑申請受付中

東川町独自の３種類の奨学金が
あります︒いずれも返済不要で︑
重複して申請できます︒対象者な
ど詳しくは３月号をご覧いただく
か︑お問い合わせください︒
◆大学進学奨学助成金
支給金額 ▼︹１年次︺国内大学
等 万円︑海外大学等 万円▼
︹２年次以降︺自宅外通学４万
円／月︑自宅通学１万円／月
申請方法 申請書︑在学証明書
︵大学︶︑成績証明書︵高校︶
を提出
令
※和３年度助成金を受け︑２
年次以降の対象となる方には︑
３月下旬に案内を発送済み︒
海
※外大学の場合︑入学時期が
異なる場合がありますので︑別
途ご相談ください︒
◆小西健二奨学金
支給金額 ▼短大生︑高等専門学
校生 万円 ▼大学生 万円
申請方法 申請書を入学年度︵高
等専門学校生は４年進級年度︶
に提出
◆ものづくり技術者育成奨学金
支給金額
万円
申請方法 申請書︑在学証明書
︵大学︶︑成績証明書︵高校︶
を提出
◆共通事項
申請期限 ４月末日︵第１次︶
支給時期 ５月末日予定

くらし

23

※集団検診（バス送迎検診）は7/15㈮、10/26㈬、12/6㈫、来年2/16㈭を予定

31

28

36

18

10

1,500円

20

70

20

HP

12

12

22

10

28

25

17

37

10

10

11

50

11

27

11

40

26

50

10

