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〜ちいさいマチのでっかい魅力。〜
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■参議院議員通常選挙投票結果

８月13日(火)に行われた上砂川120年
開町70年記念
「第18回仮装盆踊り花火
【写真提供：加我 定幸氏】
大会」
の様子です。

■消費税対策プレミアム付商品券の購入のお知らせ
■上砂川120年開町70年記念事業
■北海道日本ハムファイターズアカデミーグループ
小中学生 野球教室を開催します
■各種医療費制度のお知らせ
■東山高齢者住宅入居者募集

ほか

2019年８月１日現在
人 口 2,917
（−13）
世 帯 1,750
（−８）

男 1,337
（−６）
女 1,580
（−７）
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上砂川町では、全町６箇所の投票所で午前７時から午後７時まで投票が行われ、
即日開票されました。
上砂川町の投票率は６１．
２２％でした。
参議院議員通常選挙投票結果
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比例代表選出
候補者別得票数 政党・候補者得票数
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左のうち候補者別得票数
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※候補者多数のため、１０票以上
得票した候補者のみ記載

消費税対策プレミアム付商品券の
購入のお知らせ
消費税率の引上げに伴い、購入対象者（①住民税非課税者と②平成28
年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子が属する世帯主）
は、下
記のとおり、
「消費税対策プレミアム付商品券」を購入することができます。
商品券は、1セット5,000円分（500円×10枚）
を4,000円で購入する
ことができ、
対象者1人あたり最大5セットまで購入できます。1セット単位で
何度かに分けて購入することも可能です。

◆販売期間 令和元年9月18日
（水）
〜令和2年2月28日
（金）
◆販売時間 午前10時〜正午 午後1時〜午後4時
◆販売場所 上砂川商工会議所
◆持参するもの 『購入引換券』、
『 現金』、
『 本人確認書類』
【購入引換券】
９月中旬に自宅へ郵送されます。購入引換券を受け取るには②の方は
申請不要ですが、①の方は申請が必要となります。
【現金】
１セット5,000円分を購入する場合は、現金4,000円
２セット10,000円分を購入する場合は、現金8,000円
３セット15,000円分を購入する場合は、現金12,000円
４セット20,000円分を購入する場合は、現金16,000円
５セット25,000円分を購入する場合は、現金20,000円
【本人確認書類】
有効期限内の運転免許証、
マイナンバーカード、
身障手帳、健康保険証、
介
護保険証、
パスポートなどをご提示いただきます。
※購入対象者のうち①の方には、
7月下旬に申請書類を送付しております。
商品券の購入を検討さえている方は、申請期限が11月29日（金）
まで
となっておりますので、申請忘れがないようにご注意ください。

問合先

役場福祉課福祉係（☎６２−２２２２）
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上砂川120年開町70年記念事業
今年、上砂川町は明治32年４月に福井県鶉村(現在の福井市)から山内甚之
助氏らが入植し鶉農場を興してから120年、昭和24年１月に当時の砂川町と
歌志内町の一部を分割編入し、上砂川町を開町してから70年の記念すべき年
にあたることから、記念事業として４月にプレミアム付商品券の発行や、
８月の
第18回仮装盆踊り・花火大会では花火の規模を拡充し実施しました。
今後実施を予定している記念事業は次のとおりです。

山岸凉子トークショー

第18回仮装盆踊り・花火大会
■と

き

10月６日(日)

開場:午前10時/開演:午後２時

■ところ

■と き ８月13日(火)
■ところ 旧買い物駐車場
■問合先 上砂川商工会議所(☎62-2410)

陸上自衛隊第11音楽隊コンサート
滝川駐屯地しぶき太鼓

上砂川勤労者
体育センター
■定 員 ５００名
©山岸凉子
■内 容
「上砂川町の思い出 そして、マンガ家50周年」
※町民専用入場券の配布は９月６日(金)まで
■問合先 教育委員会社会教育係(☎62-2881)

かみすながわ
プレミアム付商品券販売
■と き 10月19日(土)
■ところ 産業活性化センター
■内 容 2,000セット
■その他 販売開始時刻など詳しい内容は
広報１０月号をご覧ください。
■問合先 上砂川商工会議所(☎62-2410)

上砂川120年開町70年記念式典
■と き 10月20日(日) 午後１時〜
■ところ 上砂川勤労者体育センター
■入場料 無料、全席自由席
■問合先 役場庶務係(☎62-2011)

■と き 10月26日(土) 午前10時〜
■ところ 上砂川町民センター
■内 容 記念式典、特別功労表彰 他
■問合先 役場庶務係(☎62-2011)

詳しい内容につきましては、担当課にお問い合わいただくか、
広報１０月号を
ご覧ください。
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上砂川120年開町70年記念
第18回仮装盆踊り花火大会が開催されました

【令和元年度一般コミュニティ助成】
一般財団法人自治総合センターの助成を活用し、上砂川町自治会連絡協議会でイベントテント・折りたたみテーブルを整備しました。この事
業は、一般財団法人自治総合センターによる、宝くじの社会貢献広報事業です。全国自治宝くじの受託事業収入を財源に、地域のコミュニテ
ィ活動の充実・強化による、
地域社会の健全な発展と住民福祉の向上への寄与を目的として実施されています。
【令和元年度電源立地地域対策交付金】
花火大会に係る費用の一部は電源立地地域対策交付金（ふるさと活性化サポート事業）
を活用し実施されました。

北海道日本ハムファイターズベースボールアカデミー
小中学生 野球教室を開催します！
上砂川町では次のとおり９月２１日
（土）
に北海道日本ハムファイターズベースボールアカ
デミーによる野球教室を開催します。
町内から多くの小中学生が参加しますので、ぜひご見学にお越しください。
■と き
令和元年９月２１日
（土）午後１時〜午後４時
■ところ
中央小学校グラウンド
（雨天時は体育センターで行います）

コーチの紹介

【杉山俊介コーチ】

【大塚豊コーチ】

砂川北高校2年の1994年に夏の甲子園
大会に捕手として出場し、1996年、現在の
横浜DeNAベイスターズにドラフト4位で入
団。2005年に現役引退した後は1人でも
多くのプロ野球選手を輩出できるよう指導
にあたっている。

創価高校を経て、創価大学時代に4年間
で通算41勝をあげた。2010年、北海道日
本ハムファイターズから2位指名で入団。
2016年に現役引退した後は、ケガを克服
した経験を活かし、子供達の指導にあたって
いる。
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各種医療費助成制度のお知らせ
次に該当する方は、医療費の一部（高校生以下は保険適用分全額）
が助成されます。
【対象者】
●重度心身障害者医療事業
①身体障害者手帳１、
２級
（３級の場合は内部疾患のみ）
を持っている方
②療育手帳（Ａ判定）
、重度の知的障害（概ねＩＱ３５以下）
と診断（判定）
された方
③精神保健福祉手帳１級を持っている方（通院医療のみ）
●ひとり親家庭等医療事業
①18歳未満の子供を扶養しているひとり親と子
②両親の死亡・行方不明等により他の家族で扶養されている１８歳未満の子供
※大学等に進学の場合は、20歳の誕生日の月末まで助成（要在学証明書）
※親の外来医療費の助成については、町独自事業
●乳幼児等医療事業
①就学前の乳幼児

②小学生（入院医療のみ）

■医療費自己負担額
①３歳未満の幼児及び町民税非課税世帯の場合は、
初診時一部負担金（医科580円、
歯科510円、柔整270円）のみ
②町民税課税世帯の場合は、
１割負担（月額上限：入院５７,６００円、通院18,０００円）
■手続き等
新規申請をされる方は、健康保険証、印鑑を持参のうえ手続きをしてください。
認定については所得制限があります。

♦高校生（１８歳）以下医療費助成制度（町独自事業）
対
象：出生した日から１８歳到達後最初の３月３１日まで
助成内容：医療費・調剤費（保険適用分に限る）
を全額助成。
助成方法
①道内医療機関：保険証とともに受給者証を提示することにより医療費が無料となります。
②道外医療機関：道外医療機関でお支払いいただいた医療費は、役場住民課医療保険係で手
続きしますと、
後日指定口座へ振り込みいたします。
【医療費支給申請手続きに必要なもの】
・印鑑
・医療費受給者証
・領収書
・通帳

申請期間は２年間です。

■問合先：役場医療保険係（☎62−2220)
後期高齢者健康診査を実施しています
上砂川町では町民の健康増進のため、後期高齢者健診の自己負担額を無料にしています。自覚症状
が現れたときには、
すでに病気が進行していることもありますので、
この機会に健診を受けましょう。
■対 象 後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方、65歳以上の障害認定者の方
■実施期間 ９月30日(月)まで ※医療機関の休診日は除く
※金曜日の午後は勤医協上砂川診療所では受診不可
■健診機関 町立診療所、勤医協上砂川診療所
■健診内容 問診、身体計測、血圧測定、尿検査、
血液検査(血中脂質・血糖・肝機能)、
腎機能検査、貧血検査、心電図検査
■健診料 無料 ■申込期間 ９月18日(水)まで
■申込・問合先 役場医療保険係(☎62-2220)
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８/

２ 福井市鶉地区小学生交流事業

上砂川町の母村のある福井県福井市鶉地
区から小学生４名、引率者２名が来町し、中央
小学校の児童と交流しました。

核兵器の廃絶と世界恒久の
７ 平和を願う上砂川町の集い

無縁物故者供養式
６ 炭鉱殉職者慰霊追悼式

８/

町営墓地で無縁物故者供養式が、炭鉱館横
で炭鉱殉職者慰霊追悼式が、関係者が列席し
てそれぞれ執り行われました。

８/

８/

町民センター駐車場で行われ、列席の子ど
もたちを代表して上砂川中学校生徒会長の
髙橋愛佳さんが平和への誓いを述べました。

認定こども園ふたばでおやこ七夕祭り
が行われました。

７ おやこ七夕祭り

８/

８/

100歳の誕生日を迎えられた斉藤シ
ヅヱさんに奥山町長からお祝い状と記
念品が贈呈されました。

上砂川町児童館でおひさまル〜ムが行わ
れ、
フラワーアレンジメントを体験しました。

20 100歳長寿のお祝い

22 おひさまル〜ム

ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ ４
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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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̅

ấ፼܌ܴ
■と

き

■ところ
■対 象
■持ち物
■講 師
■申 込

９月７日・14日・28日
土曜日 午前10時〜11時
上砂川町児童館ホール
小学３年〜6年生(定員15名)
習字セット・新聞紙・タオル
松原 純先生
認定こども園ふたば(☎62-4254)
各日３日前までにご連絡ください。

※開催日時が都合により変更することがあります。
月謝は無料となっております。

ấ ọ ẰộἽ ῍ ἲ
῍ẮỄờטỉࡊטỂᢂỗạ῍
■と

き

9月12日(木)
午前10時〜 11時30分
■ところ 認定こども園ふたば
■対 象 就学前の親子(祖父母も参加可能)
■内 容 完成したばかりの新しいこども園の園
庭で、体を思い切り動かして遊ぼう！
※雨天の場合はこども園のホールで遊びます。
■持ち物 特にありませんが、体を動かして遊ぶ
のでタオルを持ってきても構いません。
※参加されたお子さんや誕生月のお子さんはプレ
ゼントがもらえるよ♪

્ᛢࢸ܇Ễờܴ
■と

き ９月５日(木)・12日(木)
午後３時15分〜５時15分
■ところ 中央小学校体育館
■持ち物 上靴を用意してください。

ỿἕ Ἄ˳᬴ἁἻ Ἠ
῍܇Ễờପဒɥପ˟῍
■と

き

９月21日(土)
午前10時〜11時50分
■ところ 町民センター
■対 象 小学1年〜6年生
■内 容 映画鑑賞
※後日、小学校を通じてチラシを配布します。
■問合先 教育委員会社会教育係(☎62-2881)

臨時保育教諭募集
■採用職種
■勤務内容
■採用条件

保育教諭１名
園内の保育全般に関すること
保育士または保育教諭の資格を有する
健康な方 ※年齢不問
■選考方法 面接による
■勤務時間 月曜〜土曜 午前８時〜午後４時
（※日・祝除く シフト交代制）
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し提出
■申込締切 ９月13日(金)
■申込・問合先 役場子育て支援係（☎62-2222）

Ū お知らせ・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・
・
≪認定こども園では、入園の受付を随時行っています！≫
上砂川町では、子育て支援の一環として、
「保育費用を無料」
としています。お子さんの認定こども園
入園を考えている方はお気軽にご相談ください。

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でも
しませんか？お子さんの体重測定も行えるので、
お気軽にお越しください！
■と き ９月19日（木）午後１時30分〜４時
■ところ 町民センター内健康相談室

8 ᐢႎ߆ߺߔߥ߇ࠊ

保育教諭による育児相談
土日祝日を除く毎日、
保育教諭による育
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 平日午後３時〜４時30分
■ところ 認定こども園ふたば（☎62-4254）

ဘ࠲ࢫऔȆ
■ところ 町民センター
■欠席の場合は、
必ずご連絡願います
■持ち物（共通） 母子健康手帳、
バスタオル ■連絡・問合先 役場保健予防係(☎62-2222)
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◆みずとはなんじゃ？
作：かこさとし 絵：鈴木まもる

凣凢凬凢凢
儹儧⣲ሬᕸ 䯲ṑ儺免儛ᣢཧ
凫凬凥凢

˕͈
ٰུ̤̳̳͛Ȇൺ
◆宇宙について知っておくべき100のこと 竹内 薫
◆おやすみなさい
わたなべあや
◆にゃん にゃん
せなけいこ
◆うんこ
サトシン
◆ほうちょうさんききいっぱつ
みやにしたつや
〈出版社からの内容紹介〉
あさおきて、かおをあらうみず。うがいをしたり、
のんだりするみず。みずとは、いったいどんなも
のなのか考えたことありますか？
暮らしの中で出会う水を通して、水の不思議な性
質を知り、自然環境に目を向けるきっかけとなる
ような、科学する心を育む絵本。
当たり前にある水のことを考えてみる良い機会で
すね！

読書通帳はじめました
町民センター図書室では、
７月下旬から読書通帳というものを発行しています。
読書通帳とは、自分で今までに図書室でどの本を読んだのかを記入しておくもの
です。今まで読んだ本を記入しておくので、
アレ？これ前に読んだかな？？といった
ことも減ると思います。
通帳なので、本の金額も書いていきます。金額を書くことで、本を借りるとお金
が貯まっていくようで、お得な気分になるかもしれませんね！皆さん、ぜひ読書通帳
をご利用してくださいね！
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役場：６２−２０１１

募集＆試験
水道検針業務員募集
■募集人員 １名
■勤務内容 水道メーターの検針と納付書配布
■採用条件 町内に居住または町内居住可能な50歳
以下の方で、普通自動車運転免許を有し、自家用
車を所有する方
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、運転
免許証の写しを添えて提出
■申込締切 ９月13日(金)
■申込・問合先 役場上下水道係（☎62-2221）

臨時道路除雪車運転手
■募集人員 ２名
■勤務内容 町道の除排雪作業
■採用条件 満65歳以下の健康な方で土日祝日を
含み深夜・早朝勤務が可能、大型自動車・大型特殊
自動車・車両系建設機械(整地等)の免許を有する方
■選考方法 面接による
■採用予定日 12月
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、
運転手は各種免許の写しを添えて提出
■申込締切 ９月13日(金)
■申込・問合先 役場建設係（☎62-2221）

じん芥兼し尿収集車臨時運転手募集
■募集人員 １名
■勤務内容
じん介・し尿収集の車両運転及びその他作業
■採用条件 健康な方で、大型自動車の運転免許を
有する方または取得する意思のある方(大型特殊自動
車・車両系建設機械(整地)の運転免許があれば尚可
■勤務開始 10月 ■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付し、各種
免許の写しを添えて提出
■申込締切 ９月13日(金)
■申込・問合先 役場生活環境係(☎62-2220)

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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認定こども園ふたば臨時調理員募集
可愛い園児の笑顔を見ながら給食を作りましょう。
■採用職種 臨時調理員１名
■雇用期間 契約日〜令和２年３月31日(１年更新)
■勤務内容 認定こども園の給食調理等に関すること
■勤務時間
平日 午前８時〜午後４時30分
(シフト制で週に２〜３日勤務 日・祝除く)
土曜日 午前８時〜午後１時30分
(シフト制で月に１〜２回)
■勤務条件 健康で清潔な方 ※年齢不問
■選考方法 面接による
■申込方法 市販の履歴書に顔写真を貼付の上、提出
■申込締切 ９月13日(金)
■申込・問合先 認定こども園ふたば（☎62-4254）

「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ
法務局では、子どもの人権についての専用相談電
話「子どもの人権110番」を設置しています。い
じめや虐待など子どもの人権に関する悩みをご相談
ください。
また、令和元年８月29日(木)から同年９月４日
(水)までは、「全国一斉『子どもの人権110番』強
化週間」です。期間中は、平日の受付時間を延長して、
土日も対応します。
子どもの
人権110番

0120-0 07-1 10
(全 国 共 通・通 話 無 料 )

■受付時間 平日 午前８時30分〜午後５時15分
（年末年始を除く）
■強化週間中の受付時間
９月１日(日) 午前10時〜午後５時
９月２日(月)〜４日(水)の平日
午前８時30分〜午後７時

か

み

★子宮がん・乳がん・胃がん・肺がん
大腸がん・前立腺がん検診のお知らせ
■とき

10月30日(水)
※受付時間は折込チラシをご覧ください。
■ところ 町民センター
■申込期間 ９月２日(月)〜20日(金)※土日祝日除く
■その他 子宮がん・乳がん検診と胃・肺・
大腸がん検診を同時に受診できます。
がん検診(子宮頸がん・乳がん)の無料クーポン券
をお持ちの方は、無料で受けられますので、申込時
にその旨をお申し出ください。
この検診は、保険証の種類に関係なく受診できま
す。年齢の上限もありません。詳しくは、今月号の
折込チラシをご覧ください。
■申込・問合先 役場保健予防係(☎62-2222)
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10月30日(水)

■ところ 町民センター
■申込期間 ９月２日(月)〜20日(金)※土日祝日除く
■対象者
・エキノコックス症検査：小学3年生以上で、過去５年以
内に検査を受けていない方
・肝炎ウィルス検査：肝炎無料クーポン券(町で発行済)を
お持ちの方または町内に住所を有する過去に検査を受け
たことがない40歳以上の方
・風しん抗体検査：40〜57歳の男性のうち無料クーポ
ン券(住民票のある市町村で発行)をお持ちの方

■検査方法
■検査料金

血液検査(採血のみ)
エキノコックス症検査 200円
肝炎ウィルス検査 500円
(無料クーポン券をお持ちの方は無料)

風しん抗体検査

無料

※ただし、町民税非課税世帯、生活保護世帯の方は、検査
料が免除されます。

■その他
■問合先

受付時間の希望は申込順となります。
役場保健予防係(☎62-2222)

࣏̏ʁ݆ೖ ౖ
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■問合先

わ

※受付時間は午前７時〜10時30分の間のの30分刻み

ࢾݩೖ
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★エキノコックス症検査・
肝炎ウィルス検査・風しん抗体検査のお知らせ

令和元年度自衛官募集
ูॄझ

な

自衛隊札幌地方協力本部滝川地域事務所
(☎22-2140)

令和元年11月請求分から水道料金
下水道使用料の消費税が改正されます
消費税法が改正され、令和元年10月１日から消
費税率が現行の８％から10％に増額されます。
これに伴い、11月請求分(10月20日〜11月19
日使用分)から水道料金と下水道使用料に２％の増税
分を上乗せして10％の消費税をご負担いただくこ
ととなりますので、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

10月は不正軽油防止強化月間です！
道は10月を「不正軽油防止強化月間」と定め、
道内各地でトラック等の燃料抜取調査を実施します。

不正軽油は犯罪です！
不正軽油は、脱税や環境汚染のほか、石油販売、
建設、運輸等の業者間での市場競争の不公平化にも
つながっています。混和軽油(軽油+灯油や重油)や
製造軽油(軽油以外の油から製造)など、不正軽油に
関する情報をお寄せください。
■問合先 空知総合振興局課税課事業税間税係
(☎0126-20-0053)

２％増税分転嫁後の一般的な上下
水道使用料金は左表のとおりとなり
ྋۜ Պࣆ༽Ҳൢɻ̎ʛ̖Ὑ خຌਭྖ
Պࣆ༽ҲൢɻὙ ฑۋదਭྖ
ます。なお料金の総額表示につきま
࢘༽ۢ
 ˍ̖ ߨݳրਜ਼  ޛർֳ  ˍ̖ ߨݳրਜ਼  ޛർֳ しては10月号広報にて掲載いたし
ਭಕΊ࢘༽
ԃ
ԃ
ԃ
ԃ
ԃ
ԃ ます。
Ծਭಕ࢘༽
ԃ
ԃ
ԃ
ԃ
ԃ ԃ ■問合先 役場管理係(☎62-2021)

車庫・物置・家屋の解体、畑・庭の
土販売等ご相談承ります。

ခࡠٛ২ȁ·ρͼ
中央南１条３丁目 ☎６２−６２６８

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）
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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
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
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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）

試食あります！

★サバ缶を美味しく食べて筋力づくり
歳を重ねたとき「食べること」は、大事なことで
す。なかでもたんぱく質を適正に摂ることは、生活
に必要な筋肉をつけるために不可欠です。百歳体操
の会場で、栄養士が簡単な料理の実演を行います。
申込不要ですので、ふるってご参加ください。
■とき・ところ
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■その他

◆９月のいきいき大学
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■問合先

動きやすい服装で、上靴(朝駒のみ)、
飲み物をご持参ください。
役場保健予防係(☎62-2222)

①松尾ジンギスカン工場見学
■と き ９月６日
（金） 午前９時30分〜午後０時30分
■ところ 滝川市
■申 込 申込は各町老人クラブを通じて受付ます。

②ジブリアニメから昔話を読み解こう
■と き ９月18日
（水） 午後１時〜２時30分
■ところ 町民センター中会議室
■講 師 國學院大學北海道短期大学部
教授 月岡道春氏
■申 込 申込は必要ありません。
■申込・問合先 教育委員会社会教育係
（☎62-2881）

上砂川消費者協会防災学習会
■と き
■ところ
■講 師

９月６日(金) 午前10時〜11時40分
町民センター２階大ホール
北海道防災教育アドバイザー
元NHKお天気キャスター 住友 静恵氏
演題「いざという時に困らないために〜
まさかは必ずやってくる」
体験コーナー「新聞紙を使って」
※消費者協会の会員以外の方も申込不要で参加でき
ますので、ぜひ皆様でお越しください。
■問合先 上砂川消費者協会(☎62-2243)

★「救急の日」行事のお知らせ
■と き ９月12日(木) 午後６時〜
■ところ 砂川パークホテル２階
■内 容
講演Ⅰ「災害におけるDMAT派遣について」
講師 砂川市立病院救急科 新村 智宏看護師長
講演Ⅱ「救急蘇生法」
講師 砂川市立病院麻酔科 松村 優氏
実技指導「蘇生法練習用人形を使用し実技指導」
指導者 砂川地区広域消防本部組合職員
歌志内消防本部職員
■受講料 無料
■問合先 砂川消防署上砂川支署(☎62-2021)
または役場保健予防係(☎62-2222)
役場保健予防係(
)

上砂川町敬老会のお知らせ
町では、社会や町の発展に寄与された高齢者に対
し、感謝と敬意を表し併せて長寿を祝う敬老会を開
催いたします。
■と き ９月13日(金) 正午
■ところ 上砂川町体育センター
■対象者 75歳以上の方(今年中に75歳になる方も含む)
※対象の方には、今月初旬にハガキでご案内をいた
します。なお、出欠の確認は、自治会の地区担当
者が訪問によりお伺いいたします。
■問合先 役場福祉係(☎62-2222)

日に日に秋の気配を感じています。
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。
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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
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★いきいき百歳体操全町大会(前編)「スポレクひろば」のお知らせ
今回は、百歳体操全町大会の場を活用して、全国規模で
活躍しているレクリエーション協会(中空知支部)の協力で、
運動が苦手な方も含め、だれもが楽しく体を動かし心も元
気にすることができる「健康あそび」が体験できます。
■と き ９月14日(土)
午前10時〜正午(受付開始：午前９時45分)
■ところ 上砂川町民センター2階大ホール
■内 容 実技「健康あそびで元気に長寿」
講師：中空知レクリエーション協会
※今回、百歳体操は行いません
■持ち物 飲み物、汗拭きタオル、ますますカード(ない
方は会場で発行します。)、動きやすい服装、上靴
■送 迎 右のとおりふれあい号が町内を巡回します。
■申込期限 ９月９日(月)
■その他 全町大会前編と10月18日(金)の全町大会後編
と両方に参加された方は、「ますますカード」のポイ
ントが２倍(2ポイントが4ポイント)になります。
■申込・問合先 役場保健予防係(☎62-2222)
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★認知症老人と共に歩む会(さつき会)公開講座

勤医協上砂川診療所70周年記念祝賀会

■と き ９月27日
（金） 午後１時30分〜午後３時
■ところ 町民センター２階大ホール
■内 容 講演「穏やかな最期を支える〜人生の看取り」
■講 師 日本介護事業団 老人保健施設「健寿苑」
看護師長 宇佐美 紀恵氏
■対 象 認知症の方を介護している家族の方、
一般の方
■申 込 ９月19日(木)まで
■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 役場保健予防係へ
（☎62-2222）

勤医協上砂川診療所は今年、開設70周年を迎え
ることとなりました。70周年記念企画および祝賀
会を開催いたします。祝賀会は９月20日(金)まで
に診療所までお申込みください。☎62-2204
＜記念企画＞
■と き 10月19日(土)
午前11時〜午後０時30分
■ところ 町民センター２階大ホール
＜祝賀会＞
■と き 10月19日(土) 午後1時〜３時
■ところ 町民センター・体育センター
■参加費 3,000円(当日会場にて承ります)
(
)

みんなの消費生活展のお知らせ
■と き
■ところ
■内 容

10月11日(金) 午前10時〜午後３時
町民センター２階大ホール
覚えておくと役に立つ災害時のヒント/スタンプラリーで賞品をもらおう/不用品即売会

など

≪不用品大募集≫
家庭に眠っている不用品(衣類)の寄贈をお願いします。受け取れない物もありますので、ご了承ください。
■募集期間 ９月20日(金)まで ※消費者協会事務局へご連絡いただければ、お伺いします。
■その他 詳細は広報10月号折込チラシをご覧ください。
■問合先 上砂川消費者協会(☎62-2243) ※平日午後３時まで
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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）

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

※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
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健康の里だより

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

パンケの湯無料送迎バス︵毎週月・木曜日運行︶について

【毎週金曜日】
・行き さわやかトイレ前発
・帰り パンケの湯発

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） 12:45 温泉
12:47 本町分譲団地入口
10:01 S53改良住宅前
12:48 東山高齢者住宅前
10:02 緑が丘団地前
12：52 朝駒集会所
10:03 緑が丘集会所
12:53 朝駒5号棟付近
10:04 下鶉東２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:54 さわやかトイレ
10:05 下鶉生活館
12:55 中央２丁目
10:06 下鶉南１条２丁目
（電話ﾎﾞｯｸｽ前）
12:56 町民センター
10:07 鶉橋西側
12:58 中央ふれあいセンター
10:08 鶉本町生活館
13:00 鶉本町公住入口
10:09 旧双葉保育園
13:01 鶉本町生活館
10:11 中央ふれあいセンター
13:02 鶉橋西側
10:12 役場前
13:03 下鶉南１条２丁目
10:13 中央２丁目
13:04 下鶉生活館
10:14 さわやかトイレ
13:05 下鶉東２丁目
10:15 朝駒5号棟付近
13:06 緑が丘集会所
10：16 朝駒集会所
13:07 緑が丘団地前
10:18 東山高齢者住宅前
13:08 S53改良住宅前
10:22 本町分譲団地入口
13:09 S55鶉改良住宅入口
10:25 温泉

【毎週水曜日の夕方便】S55鶉改良住宅入口(プール下)午後４時発も運行中！
！
・パンケの湯では従業員を募集しています。詳しくはフロントまでご連絡願います。
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食事に野菜を１皿増やそう
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☆袋に入れてもモミモミするだけ！子どもに大人気です。
お酒のおつまみにも合います。

≪作り方≫
①キャベツをざく切りにし、ゆでる。
②キャベツを袋に入れ、ごま油、しょうゆ、鶏がらスープの素を入れ、
袋の口を閉じ、手でモミモミしてなじませる。
☆生キャベツを手でちぎって作ってもOKです。
1人分 62Kcal 塩分 0.７ｇ 野菜量 100g

電話 0125-62-2526
FAX 0125-62-6631

22周年感謝祭！
日頃のご愛顧に感謝して９日(月)〜15日(日)まで、
プレミアム
回数券の販売・露店・レストラン特別メニューを提供いたします。
詳しくはフロントにお尋ねください。
※毎月イベントカレンダーを作成しています。館内及び各町生
活館に掲示していますのでご覧ください。
野生動物(熊・キツネ)が出て危険です。道路にゴミを捨てないでください。
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上砂川町食生活改善推進協議会

家の水回り(台所・風呂・
トイレ・水洗化ほか)の
ことなら何なりとお引き受けします。
家屋の解体、家の外構工事も行っています。
冬は除雪作業も承っております。

困ったことはご相談ください！
！
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■年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するため
に、年金に上乗せして支給されるものです。受取には請求書の提出が必要です。この案内や事務手続きは、
日本年
金機構(年金事務所)が実施します。
●対象となる方
◆老齢基礎年金を受給している方
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である ・世帯員全員の町民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が88万円以下である
◆障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
前年の所得額が約462万円以下である。
●請求手続き
①平成31年４月１日以前から年金を受給している方
対象となる方には、
日本年金機構から請求手続きのご案内が９月上旬から順次届きます。同封のはがき(年金生
活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し提出してください。
②平成31年４月２日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または役場戸籍年金係で請求手続きをしてください。
●日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料など金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときは、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。
【給付金専用ダイヤル】0570-05-4092

★ 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
２・９・16・23・30日
◆東京の子
（藤井太洋）

◆かわたれどき
◆スクエア
◆木曜日の子ども
◆夏の騎士
◆ノースライト
◆滑走路
◆ノーサイドゲーム
◆マリコ、うまくいくよ

畠中恵
今野敏
重松清
百田尚樹
横山秀夫
萩原慎一郎
池井戸潤
益田ミリ

「健康や睡眠」の本特集
読書の秋、秋の夜長に本を読んでみませんか？
８月は暑い日が続き、夜も眠れない日が続き体に疲れが残っていませんか？
９月の特集は、そんな疲れた体にピッタリの本や睡眠についての本を並べてみました。
季節の変わり目は、体調も崩しやすいので、健康・睡眠などの体を癒す本を読んで、色々
な健康法を試してみませんか?
読書の秋、是非、本を読んでみてくださいね！
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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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除雪・草刈りの心配がない！
！東山高齢者住宅の入居者募集
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押入

鶉本町北４丁目３−４ ☎ ６２−４４０６

洗面室

物置

有限会社 髙橋工務店

̺ͥ͘͞

玄関

便所

「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。

■平面図
浴室

現在２戸空いていますので、入居者を募集します。
■募集住宅
住 所① 東山北１条２丁目４番５号 ②東山北１条２丁目４番６号
間取り １ＬＤＫ 56.92㎡ 家賃 16,000円〜
■入居資格
日常生活上、自立可能な概ね65歳以上(配偶者・子についても概ね60歳以上)
の夫婦世帯・親子世帯または単身世帯で、次の１つに該当する方。
ただし、世帯員（配偶者・同居人）を含め２名が限度です。
①生活環境、または住宅事情などの理由で、現在住んでいる住宅で
日常生活を営むことが困難な方
②家庭の事情により、家族との同居が困難な方
■申込受付 ９月２日(月) 〜 13日(金)（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。
■申込先 役場福祉係（☎62−2222）

和室
６帖

居間･食堂
12帖

バルコニー

サンルーム

㚤ᴾᾅᾁὼᾁᾂᾀᾇ
ἳἝἷὊᾉἻὊἳὅίẲỢạỡὉỚẸὉطὸẆ
ẅẅẅẅᴾᴾᴾɶᓙɽẆ࠼ிẆἓἵὊἡὅễỄ
ḤἻὊἳὅᾁ̾ˌɥẦỤЈЭờ১ụộẴẇ
փಅ᧓ᾉҜЭᾀᾀ῍Ҝࢸᾅ
 ئ ᾉѮҔңɥჿ߷ᚮၲӼẦẟ
˞ܭଐᾉᡵ൦୴Ҝࢸᾁ῍

人のうごき（７月15日〜８月14日届出分） ご厚志 ありがとうございます
̤౪̤̠͛́͂Ȫࠉઠၞȫ
住
安藤

海

（中

所

保護者

月日

俊

７／30

央）

暮らしの
広場

社会福祉協議会へ
金内

京子

(鶉)

100,000円

̤̩͙͞૭̱ષ̬̳͘ Ȫࠉઠၞȫ
村田 正春
西田 正幸
佐藤
子
五十嵐 稔

住
（下
（下
（下
（下

年齢
所
鶉） 67
鶉） 90
鶉） 69
鶉） 80

月日
７/15
７/16
７/18
７/31
水洗化済み・修繕済みの住宅（８月15日現在）

町営住宅入居者募集
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）

９月のゴミ収集日
資
第１水曜日（９月４日）

曜日 第３水曜日（９月18日）
下鶉・緑が丘
地域
鶉本町・鶉

ᅋ䚷ᆅ䚷ྡ

㛫ྲྀ䜚
ᖹᒇ
㭘ᮏ⏫ᅋᆅ
㻟㻰㻷
ᖹᒇ
ୗ㭘ᅋᆅ
㻞㻰㻷
ᖹᒇ
ୗ㭘Ꮫᰯୗᅋᆅ
㻟㻰㻷
䝯䝌䝛䝑䝖
㭘ᨵⰋᅋᆅ
㻟㻰㻷

ᅋ䚷ᆅ䚷ྡ

㛫ྲྀ䜚
㻞㝵ᘓ
ᮅ㝧ྎᨵⰋᅋᆅ
㻟㻸㻰㻷
㻞㝵㻛㻞㝵ᘓ
ୗ㭘ᨵⰋᅋᆅ
㻟㻸㻰㻷
㻝㝵㻛㻞㝵ᘓ
㭘ⱝⴥྎᨵⰋᅋᆅ
㻟㻸㻰㻷
䝯䝌䝛䝑䝖
㭘ⱝⴥᨵⰋᅋᆅ
㻟㻰㻷

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（９月11日）
第４水曜日（９月25日）

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
９月11・25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
●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
９月18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、13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。

☎６２−２７２７

˕͈අคȁ36Ȇ37Ȇ38͈ˏۼ
අค

ࣄ॔έͻȜτȆဎ໌͈॔୨ͤ
ΞͻΛΏνȂΠͼτυȜσȂऴ൝

毎月10・20・30日・特売日
プレミアム付商品券利用はダイヤモンドスタンプ２倍
ުאশۼȁࡿஜ˕শȡࡿࢃ˓শȪȆਿȁࡿࢃ˒শྐȫ
電話１本で送迎サービスいたします。
ɦ˕˔Ȇ26Ȇ27̵̧͉̤̳̺̹̞̯͙̀͘ݝȃ
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͉͈ࣽةȉ（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 ♪上砂川町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

♥印行事の問合先は地域包括支援センター

２ 月

★百歳体操サバ缶編
緑が丘集会所/午後１時15分〜２時15分

３ 火

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〜３時30分

４ 水

・役場
・教育委員会
・社会福祉協議会

★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11時

14 土
★いきいき百歳体操全町大会
町民センター/午前10時〜正午
16 月

★献血
町民センター駐車場/午後３時〜４時30分
17 火

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〜３時30分
★足若の日(転倒予防教室)
上砂川岳温泉/午前10時15分〜11時

上砂川町消費者協会防災学習会
町民センター/午前10時〜11時30分
町民センターヨガ
町民センター/午前10時40分〜11時30分

18 水
介護保険オンブズパーソン定例相談
役場東館１階第４会議室/午後１時〜４時

ふらっとdeスイーツビュッフェ
まちの駅ふらっと/午後１時〜５時

定例行政相談、心配ごと・困りごと相談
産業活性化センター/午後１時30分〜３時30分

★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〜10時50分

10 火

★乳幼児相談・健診
町民センター/午前９時45分〜

13 金

◆いきいき大学 ジブリアニメから昔話を読み解こう
町民センター/午後１時〜２時30分

★子宮がん・乳がん検診バスツアー ♪
札幌がん検診センター/午前８時〜午後２時

９ 月

12 木

♥カフェまちなか、認知症・介護相談
まちの駅ふらっと/午前10時〜正午
令和元年第３回上砂川町議会定例会(〜20日)
議事堂/午前10時〜 傍聴可能な日は17日・20日です。

◆いきいき大学 松尾ジンギスカン工場見学
町民センター集合/午前９時30分〜午後０時30分

７ 土

＊印行事の問合先は社会福祉協議会

北海道日本ハムファイターズ観戦ツアー
札幌ドーム/午前９時〜午後７時

★食生活改善推進員研修会③
５ 木
町民センター/午前10時〜午後２時

６ 金

☎62-2011
☎62-2881
☎62-2882

19 木

★町民センター健康相談・栄養相談、
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〜４時

21 土

小中学生野球教室
中央小学校グラウンド/午後１時〜４時

24 月

★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〜10時50分

27 水

★認知症老人と共に歩む会(さつき会)公開講座
町民センター/午後１時30分〜３時

30 金

肩腰らくらくボール運動
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分

おひさまル〜ム こども園の園庭で遊ぼう
認定こども園ふたば/午前10時〜11時30分
★百歳体操サバ缶編
東山高齢者住宅/午後１時30分〜２時30分
肩腰らくらくボール運動
まちの駅ふらっと/午前10時40分〜11時30分
上砂川町敬老会
町民センター/正午〜

職

種

一般事務(経理業務含む)

（８月15日現在） ガソリンスタンド販売員

※週間求人情報
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）

清掃業務員

企業名

齢

求人数

㈲サクライ

不問

１

人

北日本石油㈱上砂川給油所

不問

１

人

㈱上砂川振興公社

不問

２

人

３

人

３

人

不問

６

人

64歳以下

１

人

板金工及び見習

㈱佐藤板金工務店

鉄筋工

㈱岩渕建設

電子部品製造・検査

㈱京都セミコンダクター上砂川事業所

医学療法士又は作業療法士

上砂川町老人保健施設 成寿苑

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。

年

18〜59歳
以下
59歳以下

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/

●発 行／上砂川町 ●編 集／企画課 ●印 刷／旭プリンター

１日 村山内科医院(☎54-0888)
15日 明円医院(☎53-2100)
８・16・22・23・29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

♪

