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〜ちいさいマチのでっかい魅力。〜
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今月の表紙

今月の表紙は、
４月23日（月）に行われ
■平成30年４月15日執行上砂川町長選挙結果
た奥山光一町長の初登庁です。
奥山光一町長就任挨拶
■定住のための各種支援制度のご案内！
（奥山町長の就任挨拶は2ページです。）
■民生委員児童委員はあなたの一番身近な相談員です
2018年4月１日現在
■北海道健康マイレージ事業のお知らせ
人 口 3,084（−11） 男 1,409（− ４）
■認知症初期集中支援チームにご相談ください！
世 帯 1,828（＋ ３） 女 1,675（− ７）
■木村征紀氏北海道魚拓展で最高賞を受賞！
ほか

平成30年４月15日執行 上砂川町長選挙

選挙結果

町長の任期満了による選挙が４月10日
（火）
に告示され、立候補者が現町長
奥山 光一氏1名であったため、無投票となりました。

奥 山 光 一町長就任挨拶
〜第19期町政スタート〜
このたびの、町長選挙におきまして、町民の皆
様をはじめ多くの方々の力強いご支援と心温まる
ご厚情を賜り、栄えある無投票により２期目の町
政を担わせていただくこととなりました。あらた
めて、町民の皆様の負託に応え、責務の重さに身
の引き締まる思いでありますとともに、重責を果
たしていかなければならないと決意を新たにして
いるところであります。
この４年間を顧みますと、本町が抱える重要課 上砂川町長 奥山 光一
題であります人口減少問題や少子高齢化問題に対しまして「安全で元気な個
性豊かなまちづくり」の実現に向け、皆様のご協力を賜りながら町政運営に
あたり、高齢者の皆様が、元気に、そして安心してこの町で住み続けること
ができるよう高齢者等除雪サービス事業の拡充を始め、特定健診の健診項目
の充実と健診料の負担軽減などの高齢者対策を実施し、子育て支援といたし
ましては、子どもたちの学力向上のために全道でもいち早く公設学習塾の開
設やタブレットによる学習環境の整備、小学校大規模改修事業など教育環境
の充実のほか保育料の独自軽減などに努めてまいりました。また、誘致企業
を始め地元企業の育成・支援など地域経済の振興や移住定住施策として定住
奨励金の拡充や民間賃貸住宅建設費助成事業などを推進してきたところであ
ります。
上砂川町を取り巻く環境は、依然として厳しい環境にありますが、これま
で築き上げてきた土台を基に、喫緊の課題に対しスピード感を持って積極的
に取り組み、上砂川町を将来にわたり持続可能となるよう、健全な行財政運
営に努めてまいります。
町民の皆様がゆめと希望に満ちた「ふるさと上砂川」となるよう全力を尽
くしてまいりますので、今後とも、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申
し上げ、就任にあたってのあいさつとさせていただきます。
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 2

最大２００万円！
！
！
定住のための各種奨励金制度のご案内！
町では、町民の皆さんが将来にわたって快適に暮らすことができるよう各種奨励金制
度を定め、応援しています。
平成30年度からは、
より一層充実した生活が送れるよう一部の奨励金制度を拡充する
とともに、人口減少対策として町外からの転入者を増加させ、明るいまちづくりを推進し
ます。

★住まいのための支援制度
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★仕事のための支援制度
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※上記奨励金制度については、
一部対象要件が定められておりますので、
詳しくは役場
企画課地域振興係(☎62-2223) にお問合せください。
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わたしたち民生委員児童委員は、
あなたの一番身近な相談員です
民生委員児童委員とは、民生委員法により、国・北海道から委嘱されますが、皆さんと同じ住
民の一人であり、活動はボランティアです。私たちの地域を暮らしやすいものにするために、
様々な活動を行ったり、暮らしに関する相談を受けています。
平成30年４月１日現在
民生委員名
荒 木 初 江
大日向 敎 生
原 田 眞里子
北 山
博
中 村 節 子
明 石 幸 一
石 浦 恒 男
大 内 恵寿子
秋 川 眞智子
西 藤 政 昭
門 馬
智
平 間 正 勝
宮 本 康 子
城 川 惠美子
千 葉 昌 希
内 村 知世史
東 海 一 男
田 中
靖
田 中 正 雄
與 田 博 美

電話番号
62-3205
62-2736
62-2495
62-4697
62-2969
62-2430
62-4621
62-5947
62-4691
62-2140
62-2670
62-2730
62-5391
62-4639
62-2206
62-4462
62-6204
74-6109
74-5394
62-3840

担当地区
下鶉東・南２条１丁目１
・南３条１丁目１〜３
・南４条１丁目１〜３
下鶉北１丁目・南１条１丁目・南１条２丁目１
・南２条１丁目２〜３
・南２条２丁目１
下鶉南３条１丁目４〜５
・南３条２丁目・南４条１丁目４〜５
下鶉北２〜３丁目・南１条２〜３丁目・南２条２丁目２〜４
・南２条３丁目
鶉本町南１〜２丁目・北１〜４丁目
緑が丘１〜２条・
３条１丁目３
・西１丁目
緑が丘西２丁目・
３条１丁目１〜２
・
４条１〜３丁目
鶉４条２〜３丁目・
５条１〜３丁目
鶉１条１〜４丁目・
２条３〜４丁目・
３条３〜４丁目
鶉２条１〜２丁目・
３条１〜２丁目
東鶉南１条２〜３丁目・南２条２〜３丁目・北１条１〜２丁目・北１条４〜５丁目
東鶉北１条３丁目・北２条１〜２丁目・北３条１〜３丁目
中央南１条１〜３丁目・北１条１〜４丁目・北２条２〜５丁目
中央南１条４〜５丁目・南２条１〜５丁目・北１条５〜６丁目・北２条６丁目・北３条５〜６丁目
中央南１条６丁目・南２条６丁目・南３条２〜６丁目・南４条５丁目・東鶉南１条１丁目・南２条１丁目
朝駒１〜２条・
３条１丁目
朝駒３条２丁目・本町・中町・はるにれ荘・成寿苑
東山・東町
全町（主任児童委員）
全町（主任児童委員）

東鶉公営住宅の入居者募集について
■平面図
玄関

台所

洗面所

建設年度の新しい、東鶉公営住宅の入居者を次のとおり募集します。
■募集住宅
住 所 東鶉北３条３丁目１番２−22号（２階）家賃 19,300円〜
間取り ２LDK（65.71㎡）
■入居資格
・現在、住宅に困っている世帯
押入 燃料庫
・世帯の人全員が税金や住宅料・水道料などを滞納していない
・暴力団員等でない（同居しようとする親族全員）
洋室
・世帯の中に１人以上、給与所得者または年金所得者がいる
６.１帖
※入居資格を満たしていない方は、申込みできません。
サンルーム
■そ の 他 共用灯電気料（月２,０００円程度）が必要です
■申込受付 ５月１日（火）〜 1５日（火）（土日・祝日を除く）
※申込者多数の場合は申込者の住宅困窮度や特殊事情などに基づいて審査し、
結果が等しくなった場合は抽選により入居者を決定します。
■問合・申込先 役場管理係（☎62-2221）

浴室

便所
物入

居間・食堂
８.５帖

押入

和室
６.０帖

バルコニー
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☆北海道健康マイレージ事業のお知らせ
北海道では、道民の健康づくりを応援する方法として、健康診査の受診や健康
づくりに関する取り組みを行うとポイントが貯まるポイント制度を実施しています
ので、ぜひご活用ください。
■取組期間 平成30年５月１日
（火）
〜平成31年３月29日
（金）
■提出期間 平成31年３月29日
（金）
まで
■対 象 者 町内に住所を有する20歳以上の方
■申込・提出・問合先 役場保健予防係（☎６２−２２２２）
■実施の流れ 事業に参加し６ポイントを貯めると、特典がもらえます。

②ポイントカード
（１人１枚）
とシールの交付
⑥特典の交付

④達成したポイントカードを
送付

北 海 道

民

上砂川町

町

①役場保健予防係へ申込
③事業に参加し、
６ポイント集めた
カードを提出

⑤特典の送付

【マイレージ対象事業とポイント数】※詳細は、毎月の広報をご確認ください。
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☆協賛企業と特典については、
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課のホームページを
ご覧ください。
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認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、
ご本人やご家族
の自立した生活をサポートするため、医療・介護の専門職がチームとなって相談や支援
を行います。
対象となるのは、
４０歳以上で自宅で生活しており、認知症が疑われる方や認知症の
症状が強く、
どのように対応してよいか悩んだり困っている方です。
気になることがありましたら、
まずはご相談ください。
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第50回北海道魚拓展

直接魚拓部門で最高賞を受賞！

4月４日〜８日に札幌市民ギャラリーで開催された第５０回
北海道魚拓展で、町内在住の木村征紀さん（76）が砂川市の
北光公園沼で釣ったゲンゴロウブナ（ヘラブナ）
３匹を使った
作品を出展し、直接魚拓部門出品作57点の中から最高賞の
魚拓道展賞に選ばれました。
木村さんは「平成20年に初出展してから11回目の出展で
初めて最高賞を受賞することができ、
とてもうれしい。
３年前
に病を患い、作品数が減っていたが、今回の受賞で久しぶりに
創作意欲が湧いてきました。」
と受賞の喜びを語りました。

上砂川中央小学校野球クラブ「ダイヤモンドスピリッツ」新規団員募集
今年度も元気いっぱいに活動中です。近郊のチームと比べれば
まだ実力の差は大きいですが、子どもたちは一生懸命練習に取り
組んでいます。
今シーズンは昨年よりも着実なチームの成長を目標に頑張って
いきます。練習の見学は、マナーを守っていただける方であれば
いつでも大歓迎ですので、子どもたちの元気いっぱいな姿を見に来てください。
■対象 小学1〜６年生 ■練習日 月・水・土曜日
■時間 月・水 午後３時30分〜６時（もしくは日没まで）
、土曜日 午前９時〜正午
■練習場所 中央小学校グラウンド ※雨天時・冬季間は小学校体育館
■年会費 一人４，
０００円（スポーツ保険代金８００円が含まれます）
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 6

上砂川町技能協会定期総会
７
＆優秀技能者表彰

４/

パンケの湯で優秀技能者表彰式が行われ、以下の
皆さんが表彰されました。
永年勤続表彰
勤続45年 佐藤 一夫氏（㈱岩渕建設）
勤続25年 阿部 美秀氏（㈱岩渕建設）
勤続20年 植西 保彦氏（㈱佐藤板金工務店）

４/

18

22

２

初心者のための手話講座

10 周年記念
北海道素人そば生粉打ち名人大会

体育センターで行われ、前日のシニア大会と
合わせ120名の参加者がそば打ちの技術を競い
ました。
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双葉保育園

入園式

双葉保育園の入園式が行われました。
４/

まちの駅ふらっとで手話講座が始まり
ました。毎週水曜日、全13回の予定です。
４/

４/

６

中央小学校

入学式

中央小学校の入学式が行われ、新１年
生14名が入学しました。
４/

６

上砂川中学校

入学式

上砂川中学校の入学式が行われ、新１
年生20名が入学しました。

福祉課子育て支援係は子育てに関する総合支援窓口です。
お気軽にお問い合わせください。
（℡６２−2222）
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いつも、お父さんやお母さんが見ている自分の
顔はどう見えるかな？
こども達が、自分の顔とにらめっこをしながら
描いてみました。ぜひご覧ください。
■と き ５月９日(水)〜23日(水)
■ところ 町民センター

ἧἕἚἰἕἇὊἊỂἼ ἧἾ ἕἉἷὲ

ዋஜᵢᵣἅἕἅἿ
〜作ってみようおいしいクッキー〜
■と き
■ところ
■対 象
■内 容
■問合先

５月12日(土) 午前10時〜正午
町民センター
小学1年〜６年生
絵本の読み聞かせとクッキー作り
教育委員会社会教育係
（☎６２−２８８１）

્ᛢࢸ܇Ễờܴ
 ܖ፼ ίᾀ ῍ᾅ ࠰ဃὸ
■と

き

５月11日・18日(金)
午後３時30分〜５時30分
５月26日(土) 午前10時〜正午
■ところ 中央ふれあいセンター
■持ち物 教科書・プリント・鉛筆・消しゴムを用
意してください。

ἢἛ ἱὅἚ ὅίᾃ῍ᾅ࠰ဃὸ
■と

き

■ところ
■持ち物

５月10日・24日(木)
午後２時30分〜４時30分
５月17日・31日(木)
午後３時１５分〜５時15分
中央小学校体育館
上靴を用意してください。

キッズとママのもしもしコーナー
子育ての息抜きにふらっと立ちよってお話しし
ませんか？お子さんの体重測定も行えますので、
お気軽にどうぞ！
■と き ５月24日（木）午後１時30分〜午後４時
■ところ 町民センター内健康相談室

■と

き

■ところ
■受 付
■対 象
■内 容
■持ち物

５月11日(金)
午前10時〜午前11時30分
双葉保育園
保育園内子育て交流室
就学前の親子
講師の方にフットマッサージを行って
もらい、心と体をリフレッシュ！
上靴を用意してください。

ᚃ܇ỂἼἚἱἕἁẂ
■と

き

５月31日(木)
午前10時〜午前11時30分
■ところ 双葉保育園
■受 付 保育園内子育て交流室
■対 象 就学前の親子
■内 容 音楽に合わせて体を動かすことを楽し
みます。
■持ち物 上靴を用意してください。
※誕生日のお子さんにはプレゼントがあるよ♪

˺Ế ềỔợạޛᓔ૰ྸὲ
みんなで上砂川で採れる山菜を調理して、自然の
恵みを味わいませんか？子どもに限らず山菜好きの
大人のご参加もお待ちしております。
■と き ５月19日(土) 午前９時〜午後１時
■ところ 町民センター調理室
■参加料 小学生100円、中学生以上200円
■申込締切 ５月16日(水) ※先着20名
■持ち物 エプロン、三角巾（バンダナ可）
■申込・問合先 教育委員会社会教育係
（☎６２−２８８１）
※小学校3年生以下のお子様は、原則大人同伴とい
たします。

保育士による育児相談
土日祝日を除く毎日、
保育士による育児
相談を行っています。電話での相談も可能
ですので、
ぜひご利用ください。
■相談時間 午後３時〜午後４時30分
■と こ ろ 双葉保育園（☎62-4254）
ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 8
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■ところ
ころ 町民
町民センター
民セン
ンター
ンター
■持ち物（共通） 母子健康手帳、
バスタオル
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平成３０年度

■欠席の場合は、必ずご連絡願います
■連絡・問合先 役場保健予防係（☎６２−２２２２）
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3兟4 傱᭶ඣ

凚H29.12.10到H30.2.11 ⏕僤僲凛

9兟10 傱᭶ඣ

凚H29.6.10到H29.8.11 ⏕僤僲凛

1 ṓ 6兟7 傱᭶ඣ

凚H28.9.10到H28.11.11 ⏕僤僲凛

3 ṓ 0兟1 傱᭶ඣ

凚H27.3.10到H27.5.11 ⏕僤僲凛

6兟7 傱᭶ඣ

凚H29.9.10到H29.11.11 ⏕僤僲凛

ࣉ

13凬00到13凬15
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12凬45到13凬00
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9凬45到10凬00
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12兟13 傱᭶ඣ

凚H29.3.10到H29.5.11 ⏕僤僲凛

2 ṓ 0兟1 傱᭶ඣ

凚H28.3.10到H28.5.11 ⏕僤僲凛

2 ṓ 6兟7 傱᭶ඣ

凚H27.9.10到H27.11.11 ⏕僤僲凛

絵本DEコッコロ 年間予定のお知らせ

10凬00到10凬15
儹儧⣲ሬᕸ ͤṑ儺免儛ᣢཧ
9凬30到 9凬40
■問合先

教育委員会社会教育係（☎６２−２８８１）

絵本DEコッコロでは、絵本の読み聞かせを中心に小学生を対象とした様々なイベントを企画しております。
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※詳細日程、内容につきましては、小学校を通じ開催日の２週間〜１０日程度前にお知らせいたします。
※「つくってあそぼう！」では工作を「作り」工作で「遊ぶ」
ワークショップ形式の事業を予定しております。

ྦྷΓϋΗȜ

ˑ͈̤̳̳͛!ٰུȆൺ
◆こねてのばして
◆そらいろのたね
◆ぐりとぐらのえんそく
◆だじゃれ日本一周

ヨシタケシンスケ
なかがわりえこ
なかがわりえこ
長谷川義史

〈出版社からの内容紹介〉
絵本の常識を変えた記録的ベストセラー
今月の１冊
『おやすみ、ロジャー』待望の第2弾!
今度はかわいいゾウが、たった10分で寝か
しつけ!
ロジャーより楽しい! かわいい! そしてもち
ろん、お子さんが眠る!
行動科学の専門家が、「お子さんがなぜ寝
◆おやすみエレン
ないのか」を徹底的に考慮し「心理学的アプ
ローチ」によって心地よい眠りへと導く「魔
カール・ヨハン・エリーン
法のぐっすり絵本」シリーズ最新作です。
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役場：６２−２０１１

募集＆試験
中学校公務補募集

学校支援ボランティア募集

■勤務内容
中学校内外の雑役作業・施設維持管理など
■募集人員 １名
■採用条件
①町内に居住する満62歳以下の健康な方
②２名による交代勤務が可能な方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付し提出
■申込締切 ５月15日(火)
■申込・問合先 教育委員会学務係（☎62-2881）

町内の小中学校の授業のサポートにボランティ
アとして参加くださる方を募集しています。特別
な資格は必要ありません。特技や経験を活かし、
子どもの学習や健やかな成長の手助けをしていた
だける方の積極的な応募をお持ちしています。
■支援内容 水泳指導、スキー授業、柔道指導、昔
の遊びを教える、昔の上砂川の話を伝える、など
■登録条件 18才以上の方
■活動期間 学校から依頼があった時
■申込締切 随時受付
■申込・問合先 教育委員会社会教育係
(☎６２−２８８１)

小・中学校代替給食調理員募集
■勤務内容
給食調理（臨時調理員不在時の代替）
■勤務場所 中央小学校または上砂川中学校
■募集人員 若干名
■採用条件
満18歳以上50歳以下の健康な方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を添付し提出
■申込締切 ５月15日(火)
■申込・問合先 教育委員会学務係（☎62-2881）

鶉プール管理人募集
■募集人数 若干名
■業務内容 鶉プール受付・管理・監視
■採用条件
①町内に居住する満62歳以下の健康な方
②土日・祝日を含め、交替勤務が可能な方
■選考方法 面接による
■雇用期間 ６月中旬から９月初旬まで
■申込方法
市販の履歴書に顔写真を貼付して提出
■申込締切 ５月15日(火)
■申込・問合先
教育委員会社会教育係（☎６２−２８８１）
※女性の方も大歓迎です！

平成30年住宅・土地統計調査員の募集
■募集人員 ４名
■業務内容
住環境及び土地の保有状況などの情報を調査
■雇用期間 ９月上旬〜 10月中旬
■業務日数 10日間〜 15日間程度
■報
酬 30,000円〜 60,000円
（受け持つ地域の数によって異なります）
■申込締切 ５月31日(木)
■年齢・性別 不問
■申込・問合先 役場地域振興係（☎62-2223）

平成30年度

第２回危険物取扱者試験
第１回消防設備士試験

■試験日 ６月17日
（日）
■試験地・種類 危険物：旭川市ほか５市/全種
岩見沢市ほか５市町/乙・丙種
設備士：札幌市、旭川市ほか５市/全種
■申請方法 書面申請用願書は上砂川支署にもあり
ます。インターネット申請も可能です。
（http://www.shoubo-shiken.or.jp）
■受付期間
書面申請：
５月10日
（木）
〜17日
（木）
インターネット申請：
５月７日
（月）
〜17日
（木）
■問合先 砂川消防署上砂川支署予防係（☎６２−２０２１）

ご家族の介護のこと
ご高齢で今後の生活に不安を感じている・
・
・

介護のこと、何でもご相談ください
勤医協歌志内居宅介護支援事務所
歌志内市中村26-2（☎４２−２４６７）

勤医協有料老人ホーム うずらの里
東鶉南１条１丁目１−５
（☎６２−５１５１）
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平成30年度 犬の登録と狂犬病予防注射
実施日 ５月27日（日）
※狂犬病予防法により、登録と予防注射が義務づけられています。
※最寄りの会場で注射を受けてください（下の表に記載している
手数料が必要です。）
※愛犬に体調の悪いところなどがある場合には、申し出てください。
※病院でも、随時、予防注射を行っています
手数料

備
考
・犬の生涯に１回の登録が必要です。
蓄 犬 登 録 3,000円
・生後91日以上の犬が対象となります。
・毎年１回必ず予防注射を受けなければなりません。
狂犬病予防注射 3,１１０円
（手数料には、注射済交付証550円を含みます）
個 別 訪 問 1,080円 ・５月17日(木)までに、役場生活環境係へ申し込んでください。

こんな時には届出が必要です
※犬を飼育する場所が変わったとき
※飼い主の住所や氏名が変わったとき
※犬が他人に危害を加えてしまったとき
※犬が死亡したとき

会
場
下鶉生活館前
緑が丘集会所前
鶉若葉生活館前
鶉本町生活館前
中央ふれあいセンター
朝駒集会所前
役場前
個別訪問

時
間
８:30 〜８:5０
９:0０〜９:1０
９:2０〜９:３０
９:40 〜９:５０
10:00 〜 10:１0
10:２0 〜 10:３0
1０:４0 〜 1０:５0
11:００〜 11:１０

犬の飼い主の方へのお願い
※犬を放し飼いしないでください（一部の例外を除き、
北海道の条例で禁止されています）
※犬には必ず、登録証や注射済交付証をつけた首輪を装着してください
（万が一、行方不明になった時に犬を探す手がかりとなります）

■問合先 役場生活環境係（☎６２−２２２０）

リサイクル品抽選販売のお知らせ
クリーンプラザくるくるでは、
リサイクル意識向
上のため、
「粗大ごみ」や「燃やせないごみ」として
出された家具や生活用品の抽選販売を行います。

抽選・販売日 ６月10日（日） 午後１時〜
■場
所 クリーンプラザくるくる
■対
象 上砂川町に住む小学生以上の方
■申込期間 ５月26日
（土）
〜６月２日
（土）
※５月27日
（日）
は除く
■抽選販売の方法
①申込期間内に品物を探し、窓口で申込書を
記入して申し込む
（１人３点まで）。
②抽選販売日の午後１時までに会場に集合。
※申込者が複数の場合は抽選。当日、会場に来
ない場合は申込み抽選が無効になります。
（☎５３−５３５３）
■問合先 クリーンプラザくるくる

家屋の解体、造園・土木等
ご相談承ります。

ခࡠٛ২ȁ·ρͼ
中央南１条３丁目 ☎６２−６２６８
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新規学校卒業者の採用準備を始めませんか！
新卒求人はハローワークへ申込みを！
平成31年３月新規学校卒業者（高校・中学）の求人は、
６月
１日から受付を開始します。新規学校卒業者の多くは地元で
の就職を希望していますが、地元企業の求人公開の遅れか
ら、多くの若い人材が地元を離れて就職しています。
早期に採用計画を立て、
ハローワークへ求人申込みされま
すようお願いいたします。
高校・中学の新規学校卒業者に係る選考開始等の日程は、
下記のとおりです。
新規高等学校卒業者の選考日程等
◯求人受付開始
６月 １日から
◯事業主への求人票（控）返戻
７月 １日から
◯推薦（紹介）開始
９月 ５日から
◯選考・採用内定開始
９月16日から
新規中学校卒業者の選考日程等
◯求人受理開始
６月 １日から
◯事業主への求人票（控）返戻
７月 １日から
◯推薦（紹介）
・選考・採用内定開始 １２月 １日から
■問合先 ハローワーク滝川
（☎２２−３４１６）
ハローワーク砂川
（☎５４−３４１７）

家族のこと、介護のこと
将来の生活に不安を感じていませんか？
いたわる なごめる ほっとする場所

ΈσȜίγȜθષग
（介護の事ならお気軽にご相談ください）
※随時ご見学できます。

下鶉南２条１丁目３−１ （☎62−5252）

イベント
情報

役場（代表）
６２−２011 FAX:６２−３７７３
★印行事の担当・連絡・問合先は役場保健予防係 ☎６２−２２２２
♥印行事の担当・連絡・問合先は役場地域包括支援センター ☎６２−３３７０

札幌弁護士会無料法律相談会のお知らせ

★認知症老人と共に歩む会（さつき会）総会・学習会

債務整理、交通事故、離婚、悪徳商法など、
どの
ような相談でもお受けしますので、
お気軽にご利用
ください。
■とき・ところ 午後１時30分〜午後３時30分

さつき会では、認知症のご本人・ご家族を支える活動
と認知症の方が安心して暮らせる町づくりを目指して
学習を勧めています。お誘い合わせの上、
ご参加くだ
さい。
■と き ５月15日
（火） 午後０時30分〜１時30分
■ところ 町民センター１階 中会議室
■内 容 「認知症になっても安心して暮らせる町
〜上砂川町の取り組み」
■講 師 上砂川町地域包括支援センター
保健師 内野 奈穂子
■対 象 認知症の方を介護している家族の方、
一般の方
■参加費 無料
■その他 認知症の方ご本人と一緒にお越しの場合
は、事前にお申し出ください。ボランティア
が一緒に楽しい時間を過ごさせていただき
ます。
■申込・問合先 役場保健予防係（☎６２−２２２２）

㛤ദ᪥

ሙᡤ

䠍᪥䠄ⅆ䠅
㻝㻡᪥䠄ⅆ䠅

ᢸᙜᘚㆤኈ
ᯘ䚷㡰ᩗᘚㆤኈ

ᙺሙᮾ㤋㻝㝵➨㻡㆟ᐊ

㻞㻥᪥䠄ⅆ䠅

Ώ㒊䚷ᩄᗈᘚㆤኈ
ᮧ⏣䚷㞞ᙪᘚㆤኈ

注意点
相談時間は１人30分です。予約の方が優先さ
れます。歌志内市と赤平市でも同様の相談会を開
催しております。
■申込・問合先 役場戸籍年金係（☎62-2220）

百歳体操会場で

★「体力」
と
「あたまの元気度」測りませんか？
個人差はありますが、筋肉の量は40歳から減少し、65歳以降には減少率が増え、80歳まで
に若い時(20〜30代)の３〜４割低下すると言われています。
年１回の「体力測定」と今年はタッチパネルで簡易的に「あたまの元気度」も合わせて測定し、
ご自身の体力等を確認する機会にしてください。どこの会場も申込み不要、参加自由です。
■とき・ところ 䠑᭶䠍䠍᪥䠄㔠䠅 ᮅ㥖㞟ᡤ
༗ᚋ䠍㻟㻜ศ䡚䠎㻠㻡ศ

䠑᭶䠍䠓᪥䠄ᮌ䠅 ᮾᒣ㧗㱋⪅ఫᏯ㞟ᐊ
䠑᭶䠎䠍᪥䠄᭶䠅 ⥳䛜ୣ㞟ᡤ
ୗ㭘⏕ά㤋
䠑᭶䠎䠎᪥䠄ⅆ䠅
ᮾ㭘୰ኸ䜅䜜䛒䛔䝉䞁䝍䞊
䠑᭶䠏䠍᪥䠄ᮌ䠅 ୰ኸ㞟ᡤ
䠒᭶䚷䠑᪥䠄ⅆ䠅 㭘ⱝⴥ⏕ά㤋
䠒᭶䠍䠏᪥䠄Ỉ䠅 㭘ᮏ⏫⏕ά㤋
■内 容
■その他
■申込先

༗ᚋ䠍㻟㻜ศ䡚䠏
༗ᚋ䠍㻝㻡ศ䡚䠎㻟㻜ศ
༗๓㻝㻜䡚㻝㻝㻝㻡ศ
༗ᚋ䠍㻟㻜ศ䡚䠎㻠㻡ศ
༗ᚋ䠍䡚䠎㻝㻡ศ
༗๓㻝㻜䡚㻝㻝㻝㻡ศ
༗ᚋ䠍㻟㻜ศ䡚䠎㻠㻡ศ

百歳体操の前に「体力測定」
と
「あたまの元気度測定」を実施します。
動きやすい服装で、上靴（中央・東山以外）
・飲み物を持参してください。
役場保健予防係（☎６２−２２２２）

日に日に春の足音が近づいています。
家周りのお困りごとはございませんか？
お見積りは無料です。お気軽にお電話ください。

ୖ◁ᕝ⏫Ꮠୖ◁ᕝ⏫㸰㸳㸲␒ᆅ㸯

家・車庫・物置の解体、
ごみ処理、水洗工事
家のリフォーム・バリアフリー化など
土木作業員募集中
（詳しくはお問い合わせください）
電話：６２−２４５８
携帯：０９０−２０５３−６４４８

ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 12

★町民センター健康・栄養相談

滝川保健所よりおしらせ

町民の身近な健康チェックの場として、月に一
度保健師・栄養士が町民センターにて健康相談を
実施しています。今月は、簡単に血流チェックがで
きる機械を用意していますので、お気軽にご利用
ください。測定にかかる費用は無料です。
■と き ５月24日
（木） 午後１時30分〜４時
■場 所 町民センター中会議室
■内 容 指１本でできる血流測定
※内容が変更となる場合もあります。
■問合先 役場保健予防係（☎６２−２２２２）

こころの健康相談
■と き ５月10日
（木）午後２時〜４時30分
■場 所 滝川保健所
■その他 事前予約制となっています。前日の午後
４時までに予約してください。
虹の会（ひきこもり家族交流会）
■と き ５月11日
（金）午後１時30分〜３時30分
■場 所 滝川市まちづくりセンター「みんくる」
■その他 初めて参加される方は事前にお申込みください
■申込・問合先 滝川保健所健康推進課健康支援係
（☎２４−６２０１）

♥認知症サポーター養成講座のお知らせ
認知症を正しく理解して、認知症の方や家族を見
守る「認知症サポーター」を増やし、認知症になって
も安心して過ごせる上砂川町を目指しています。ぜ
ひ、
この機会に認知症への理解を深めてみませんか。
■と き ５月25日
（金） 午後１時30分〜３時
■場 所 町民センター中会議室
■内 容 認知症の正しい知識・対応方法への講演
認知症介護劇「ごはんはまだかね・
・
・
・
・
・」等
■受講料 無料
■申込・問合先 地域包括支援センター
（☎６２−３３７０）

★献血のお知らせ
献血車が来町しますので、皆様のご協力をお願いします。
■と き ５月15日
（火）午後３時〜４時30分
■場 所 町民センター駐車場
■問合先 役場保健予防係（☎６２−２２２２）

人権・困りごと相談
いじめ・差別・家庭問題・近隣間のもめごとなどでお悩
みの方を対象に、人権擁護委員が人権・困りごと相談を
行います。
秘密は厳守しますので、
お気軽にご相談ください。
■と き ６月６日
（水）午後１時〜４時
■場 所 町民センター 中会議室
■問合先 役場戸籍年金係（☎６２−２２２０）

ふらっと名曲アワー♪
毎月第３金曜日に懐かしの日のお好きな名曲を
ふらっとで聴いてみませんか？？
体操もできちゃいます
開催時間１０：４０〜１１：３０

５月４日
（金）
・
５日
（土）
は休館となります。
■営業時間 午前10時〜午後６時
（カフェの利用は午前11時〜午後５時）

「一期一会」を大切に
住宅新築･増改築･家屋の解体･外構工事 等
家まわりのご相談承ります。

有限会社 髙橋工務店
鶉本町北４丁目３−４ ☎ ６２−４４０６
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■休館日 木曜日・日曜日
■問合先 まちの駅ふらっと
（☎74-6400）
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■高齢任意加入について
国民年金では、
20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、
60歳以上65歳未満の
期間において任意加入できることとし、
過去未加入期間があるなど加入期間が不足しているために老齢
基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について
加入期間を増やす道が開かれています。
また、
年金受給権の確保の観点から、
加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人
で昭和40年４月１日以前に生まれた人については、
65歳以上70歳未満の期間においても任意加入でき
る道が開かれています。厚生年金加入者は、
会社に勤めていても、
70歳になると加入者の資格を失いま
すが、
70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせない在職中の人は、
申し出てその期間を満たす
まで任意加入することができます。保険料は全額本人負担しますが、
事業主が同意すれば事業所と本人
が半分ずつの負担にすることもできます。
この高齢任意加入の手続きや不明な点がありましたら、
砂川年金事務所（☎28-9002）にお問い合わ
せください。
■国民年金保険料の「後納制度」について
国民年金保険料は納期限により２年を経過した場合、
時効によって納付することができなくなりますが、
平成27年10月１日から平成30年９月30日までの間に限り、
時効により納付できなかった期間の保険料を
納付することができます。
この保険料後納制度を利用することで、
年金額を増やすことはもちろん、
納付した期間が不足したこ
とにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合があります。
ただし、
後納制度が施行されても国民年金保険料を徴収する権利が納期限から2年間を経過した時点
で時効により消滅することについては変更ありません。
なお、
老齢基礎年金の受給権を有しておらず、
未納期間を有する方が対象となりますが、
繰り上げ受給
者の方は対象となりません。
後納制度を利用するには申込みが必要です。詳しいことは砂川年金事務所（☎28-9002）にお問い合
わせください。

★ 図書館おすすめ本のご案内 ★

ࣽ⅚2ॗ

TEL:６２−５２２５
●開室時間
午前９時〜午後９時
●今月のお休みの日

◆ホワイトラビット
（伊坂幸太郎）

７・14・21・28日

◆ミステリークロック 貴志祐介
◆ラヴィアンローズ 村山由佳
◆家康、江戸を建てる 門井慶喜
◆アンカー 今野敏
◆スコーレNo４ 宮下奈都
◆出会いなおし 森絵都
◆スタンフォード式 最高の睡眠 西野精治
◆とっておき！小樽さんぽ 田口智子
◆雲を愛する技術 荒木健太郎
◆ペコロスの母の忘れもの 岡野雄一
◆ルポ 希望の人びと 生井久美子

【この他にも色々な新刊を揃えていますので、ぜひご利用ください。】

児童書の新刊の案内は8〜9ページ「かみすながわ・きっずインフォ」をご覧ください
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ホームヘルパー募集中
（詳しくはお問い合わせください）
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健康の里だより
߅㆐⠪ࠢࡉ㧒⿷⧯ߩᣣ㧓ߩߏ᩺ౝ
体力に合わせて家でも簡単にで
きる運動を、講師の先生に教えて
もらえる
「お 達 者 ク ラ ブ
（足 若 の
日）」を開催しています。
みんなで集まって楽しみながら、
体力づくりをしてみませんか？

○開催日 ５月２日・23日
（水）
○時 間 午前10時15分〜午前11時
○場 所 パンケの湯多目的ホール
○講 師 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 井澤 榮子氏
○参加料 無料（ただし、
入浴する場合は入館料
が必要です）
○その他 申込不要。お気軽にご参加ください。
当日は、送迎サービスの時間の30分
前に、
ふれあい号で送迎を行います。

※毎週水曜日の夕方（午後４時鶉プール下発）
も試験運行中です。停車場所など詳し
い内容はパンケの湯にお問い合わせください。
【毎週金曜日】
・行き さわやかトイレ前発
・帰り パンケの湯発

ષगஂأڡ

10：20 → パンケの湯着
10：28
12：40 → さわやかトイレ前着 12：48

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

パンケの湯休館日のお知らせ
ボイラー修繕にともない、
パンケの湯は下記の期間休館いたします。
ご不便をおかけしますが、
何卒よろしくお願いいたします。

５月14日（月）〜17日（木）までの4日間
5月18日（金）より通常営業いたします。
※ゴールデンウィークお子様（小学生以下）入館無料！
ゴールデンウィーク期間の５月３日
（木）
〜６日
（日）の４日間お子様
の入館料無料！ご家族そろってお越しください。

15 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

૽ݥ༡ਬ
ȁȁȁȁȁാ࿐Ȇକൽैު֥
ȁȁȁȁȁ༡ਬ૽֥ȁˍྴȁාႢະ࿚
ȁȁȁȁȁɦમळ͉̤࿚̵̞ࣣ̩̺̯̞ͩȃ

࠺୭ڼٛ২
ȁಎ؇ཤˍૄːಢ࿒ˍȽ˕ȁȁȁ☎ķĳĮĳĴıĺ

パンケの湯無料送迎バス︵毎週月・木曜日運行︶について

町 民の皆さんにパンケの湯で健 康づくりをしていただけるよう ︑
無料送迎バスを運行しています︒
ご近所お誘い合わせの上︑
ぜひご利用ください︒

※気象・交通状況などにより︑到着時間が前後する場合が
ありますので︑
ご了承ください︒

（送り便）
（迎え便）
10:00 S55鶉改良住宅入口（鶉ﾌﾟｰﾙ下） 13:00 温泉
10:00 S53改良住宅前（旧鶉浴場前） 13:02 本町分譲団地入口
13:03 東山高齢者住宅前
10:01 旧緑が丘浴場前
13:05 東町浴場前
10:02 緑が丘集会所
13：07 朝駒集会所
10:03 下鶉東２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
13:08 朝駒5号棟付近
10:04 下鶉生活館
10:05 下鶉南１条２丁目（電話ﾎﾞｯｸｽ前） 13:09 さわやかトイレ
13:10 中央２丁目
10:05 鶉橋西側
13:10 町民センター
10:07 鶉本町生活館
13:12 中央ふれあいセンター
10:08 双葉保育園
13:13 鶉本町公住入口
10:10 中央ふれあいセンター
13:14 鶉本町生活館
10:11 町民センター
13:16 鶉橋西側
10:11 中央２丁目（ｽｰﾊﾟｰ向かい）
13:16 下鶉南１条２丁目
10:12 さわやかトイレ
13:17 下鶉生活館
10:13 朝駒5号棟付近
13:18 下鶉東２丁目
10：14 朝駒集会所
13:20 緑が丘集会所
10:16 東山高齢者住宅前
13:21 旧緑が丘浴場前
10:18 東町浴場前
13:22 S53改良住宅前
10:20 本町分譲団地入口
13:22 S55鶉改良住宅入口
10:25 温泉

9:40
9:40
9:41
■と き ５月１１日(金) ふるさと交流プラザ集合
9:42
午前10時００分 受付開始
9:43
午前10時30分 出発式
9:44
午前10時40分 スタート
9:45
9:47
午前11時30分 ゴール
9:47
■ところ ふるさと交流プラザ
（パンケの湯向かい）
9:48
■参加資格 体調がよく健康な方
9:50
（野鳥の鳴く森ウォーキングロード）
■コース 4.5kmコース
9:51
※完歩できない方は途中で折り 返すことも可
9:52
■参加料 無料 ■申込締切 5月8日
（火）
9:53
9:56
■その他 当日は350円で温泉に入浴できます。
9:58
■申込・問合先 地域おこし協力隊
（☎62-2223）
10:00
上砂川岳温泉パンケの湯（☎62-2526）

S55鶉改良住宅入り口（鶉プール下）
S53改良住宅前（旧鶉浴場前）
旧緑が丘浴場前
緑が丘集会所
下鶉東2丁目（電話ボックス前）
下鶉生活館
下鶉南1条2丁目（電話ボックス前）
鶉本町生活館
緑が丘入口バス停
双葉保育園
中央ふれあいセンター
町民センター
さわやかトイレ
朝駒バス停留所
東山高齢者住宅前
東町浴場前
本町分譲団地入口

లĳĳٝȶ࠲ࢫ͈ၖȷχϋΟȜ;Ȝ·

参加者特典！
①記念品を贈呈
②パンケの湯特製 豚汁１杯１００円
③旬の野菜販売「もってけ市」開催

④障害者共同作業所「エルムの里」出店
⑤万歩計貸し出し
⑥温泉入館料３５０円（通常５００円）

ΰσΏȜ̮͉ͭȁˑ͈τΏά

ȡઐऴ͈১͍̹̱ȡ
☆鍋ひとつでできる栄養満点料理です。器に入れてラップをしてレンジで加熱も可。
調味料をめんつゆ小さじ２と水100ccに変えてもOK。
材料(2人分)
小松菜
80g
しめじ
30g
小揚げ
1/2枚(10g)

A

だし汁
しょうゆ
みりん

＜作り方＞
①小松菜は３センチの長さに切る。
しめじは小房に分ける。
小揚げは５ミリ幅に切る。
②Aを鍋に入れて煮立てて①を食べやすい固さまで煮る。

120cc
小さじ１(６ｇ)
小さじ１(６ｇ)

1人分

41Kcal

塩分 0.5ｇ

創立40周年記念レシピ集を保健予防係で無料配布中です。残りわずかですのでお早めにどうぞ。
上砂川町食生活改善推進協議会

ǄƘǋǜȕȪȸȭȸȳƀǇƶƖཱྀƁ
ご融資金利 年5.0％、年7.0％、年9.0％、年14.0％
（固定金利・保証料含む） （平成2７年４月１日現在）
※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年0.20％優遇いたします。

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※保証会社の審査によって、
ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問い合わせください。

北門信用金庫

上砂川支店

℡６２−２２１１

他金融機関、
クレジット、
消費者金融

借換もOK

ご利用中のローンの

ほくもんローンプラザ
「まねき猫」
土・日も相談ＯＫ 10:00〜18:00
※火・水・祝祭日休業
お問い合わせは 0120-954611
滝川市栄町３丁目５番１５号

ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ 16

暮らしの
広場

人のうごき（３月15日〜４月14日届出分）

̤౪̤̠̮̰̞̳͛́͂͘Ȫࠉઠၞȫ
住
青山

東生

所

保護者

（鶉本町） 優弘

̤̩͙͞૭̱ષ̬̳͘Ȫࠉઠၞȫ

月日

住

39

３／15

喜子 （下

鶉）

77

３／20

）

86

３／21

俊満 （中

央）

80

４／２

根本 孝利 （中

央）

79

４／４

小笠原
酒井

内潟

裕一さん（札幌市）から

５月のゴミ収集日
資

地域

下鶉・緑が丘
鶉本町・鶉

子（

鶉

水洗化済み・修繕済みの住宅（４月15日現在）

町では、
東鶉・緑が丘（３階建）
・中央を除く
公営住宅の入居者を募集しています。
その他の住宅も募集していますが、
修繕な
どで入居までにお時間を頂く場合がございま
すので、
希望される方はお早めにご相談くだ
さい。
■問合先 管理係（☎６２−２２２１）

第1水曜日（５月２日）

隆

100,000円

町営住宅入居者募集

曜日 第3水曜日（５月16日）

月日

央）

根岸

ષगͅ

年齢

（中

白鳥

３／９

ご厚志ありがとうございます

所

ᅋ䚷ᆅ䚷ྡ

㛫ྲྀ䜚
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㭘ᮏ⏫ᅋᆅ
㻟㻰㻷
ᖹᒇ
ୗ㭘ᅋᆅ
㻞㻰㻷
ᖹᒇ
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㻟㻰㻷
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住宅入居時には、
敷金として家賃の２か月分が必要です。

■問合先 住民課生活環境係（☎62−2220）

源

第2水曜日（５月９日）
第4水曜日（５月23日）

東町・東山・朝駒
本町・中町・東鶉・中央

燃やせないごみ・危険ごみ・小型家電
５月９・23日（第2・4水曜日）
燃やせるごみ・生ごみ
毎週月・木曜日 緑が丘・鶉・中央・朝駒・本町
毎週火・金曜日 下鶉・鶉本町・東鶉・中町・東山・東町
●ごみ袋には、必ず名前を記入してください。

ご

み

●午前８時まで拠点に出してください。
●空き缶・空きびんは、ゆすいでから拠点に出してください。
●必ず栓（せん）を抜いてから拠点に出してください。
●ダンボール・新聞紙は梱包して、雑紙は紙袋に入れる
か梱包して資源ごみで出してください。

粗
大
ご
み
５月16日 （第3水曜日）
●午前８時まで拠点に出してください。
●粗大ごみを出す人は、11日（金）までにご連絡ください。
●粗大ごみ券には、氏名の記入をお願いします。
●粗大ごみには「粗大ごみ処理券」を貼る必要があります。
●テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・冷凍庫は
収集できません。 （購入、または買い換えた家電販売店、メ

ーカーなどでの引き取りが必要です。）

※最近、分別されていないごみが多く出されています。分別されていないごみは回収できませんので、
決まりを守って正しく出してください。

!ˑ͈අค
3:Ȇ41Ȇ42͈ˏۼ
毎月10・20・30日・特売日はダイヤモンドスタンプ２倍
電話１本で送迎サービスいたします
ުאশۼȁࡿஜ˕শȡࡿࢃ˓শȪȆਿȁࡿࢃ˒শྐȫ
ɦˑ31)*̵̧͉̤̳̺̹̞̯͙̀͘ݝȃ
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今日は何の日？（今月のカレンダー）
見やすいところに保管して、いつでもご利用ください
★印行事の問合先は役場保健予防係 ♪健康マイレージ事業
◆印行事の問合先は教育委員会社会教育係

1 火

♥印行事の問合先は地域包括支援センター

札幌弁護士会 無料法律相談会
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜午後３時30分

★足若の日（転倒予防教室） ♪
２ 水

９ 水

17 木
18 金

上砂川岳温泉/午前10時15分〜午前11時

初心者のための手話講座

19 土

まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時
８ 火

・役場
・教育委員会
・社会福祉協議会

初心者のための手話講座

21 月

まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時

おひさまル〜ム フットマッサージでリフレッシュ
双葉保育園/午前10時〜午前11時30分

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操

♥認知症・介護相談
まちの駅ふらっと/午前10時〜午後３時

★いきいき百歳体操と体力・あたまの元気度測定
★足若の日（転倒予防教室） ♪
23 水

上砂川岳温泉/午前10時15分〜午前11時

初心者のための手話講座
まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時

♪

★病態栄養相談

まちの駅ふらっと/午前10時30分〜午前11時30分

★認知症老人と共に歩む会(さつき会)総会・学習会

♪

22 火 下鶉生活館/午前10時〜午前11時15分
♪
中央ふれあいセンター/午後１時30分〜午後２時45分

町民センター/午前10時〜正午

24 木

町民センター/午後０時30分〜午後１時30分

町民センター/午前9時30分〜正午

★町民センター健康相談・きっずとママのもしもしコーナー
町民センター/午後１時30分〜午後４時

札幌弁護士会 無料法律相談会
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜午後３時30分

★献血

25 金
28 月

町民センター駐車場/午後３時〜午後４時30分

★からだ楽らく教室同窓会

29 火

町民センター/午後１時〜午後４時

初心者のための手話講座

30 水

まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時

介護保険オンブズパーソン定例相談

♥認知症サポーター養成講座
町民センター/午後１時30分〜午後３時

★長谷川拡介のふらっとヘルシー体操

♪

まちの駅ふらっと/午前10時30分〜午前11時30分

札幌弁護士会 無料法律相談会
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜午後３時30分

初心者のための手話講座
まちの駅ふらっと/午後６時〜午後７時

おひさまル〜ム 親子でリトミック

役場東館２階中会議室/午後１時〜午後４時

★いきいき百歳体操と体力・あたまの元気度測定
17 木

31 木

東山高齢者住宅集会室/午後１時30分〜午後３時 ♪

双葉保育園/午前10時〜午前11時30分

★いきいき百歳体操と体力・あたまの元気度測定
中央集会所/午後１時〜午後２時15分

♪

●発 行／上砂川町 ●編 集／企画課 ●印 刷／︵株︶
テラックス

6日 すながわ耳鼻咽喉科（☎５５−３３８７）
20日 砂川慈恵会病院（☎５４−２３００）
３・４・５・13・27日 砂川市立病院（☎５４−２１３１）

今月の休日救急当番医
上砂川町内の
求人一覧

◆作って食べよう山菜料理
町民センター/午前９時〜午後１時

★いきいき百歳体操と体力・あたまの元気度測定

★いきいき百歳体操と体力・あたまの元気度測定
♪
絵本DEコッコロ
12 土

16 水

わかりやすいツボ講座
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜午前11時30分

緑が丘集会所/午後１時15分〜午後２時30分

朝駒集会所/午後１時30分〜午後２時45分

15 火

定例行政相談
役場東館１階第５会議室/午後１時30分〜午後3時30分

まちの駅ふらっと/午前10時〜正午

ふるさと交流プラザ/午前10時〜午前11時30分

14 月

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

♥カフェまちなか

★乳幼児相談・健診
町民センター/午前９時30分〜午後４時

第22回「健康の里」ワンデーウォーク
11 金

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

職

種

企業名

年

齢

求人数

不問

４

人

40歳以下

５

人

59歳以下

３

人

不問

６

人

不問

２

人

看護職員（グループホーム） ㈲フローラ

不問

１

人

土木作業員

不問

１

人

土木作業員

㈱そらけん

（４月13日現在） 医療ガラス製造

マイクログラス㈱

※週間求人情報

鉄筋工

㈱岩渕建設

休日・連休を除く
毎週金曜日更新
役場戸籍年金係
地域振興係
カウンターに配置
（担当 地域振興係）

電子部品製造・検査

京セミ㈱

厨房業務員

㈱上砂川振興公社

こちらのＱＲコードから、
ハローワークインターネッ
トサービスの「求人情報検
索」を直接ご覧いただけま
すので、ご利用ください。

柳川建設㈱

北海道工場

上砂川事業所

掲載している求人情報への応募には、ハローワークからの紹介状が必要となりますので、各企業へ
の直接の問い合わせはしないでください。
最新の求人情報や掲載内容の詳細につきましてはハローワーク砂川（☎54-3147）またはハローワ
ークインターネットサービス
（https://www.hellowork.go.jp/index.html）の「求人情報検索」でご確認ください。

上砂川町役場 〒073-0292 北海道空知郡上砂川町字上砂川町40番地10 TEL 0125-62-2011 FAX 0125-62-3773
E-mail:kouhou@town.kamisunagawa.lg.jp URL http://www.town.kamisunagawa.hokkaido.jp/

