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　虫歯予防のため定期的（6 か
月ごと）にフッ素塗布を受けま
しょう。
◦とき　8 月 21 日㈬　受付 9:30
　～ 10:00
◦ところ　ふれあいセンター
◦対象　満 1 歳 6 か月～ 6 歳
◦料金　無料
◦持ち物　母子健康手帳と子ど
　もの歯ブラシ 2 本
※必ず歯磨きをしてきてくださ
　い。希望者には歯の染め出し
　も行います。
◦申込　8 月 20 日㈫までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

◦とき　8 月 5 日㈪　10:00 ～
　（受付 9:45 まで）
◦ところ　ふれあいセンター
◦対象　平成 30 年 7 月生まれ
◦内容　育児交流会、身体計測、
　個別相談、歯科相談、栄養相
　談（試食あり）
◦持ち物　母子健康手帳・子ど
　も用エプロン・スプーン・お
　しぼり・歯ブラシ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　北海道ガス硬式野球部と東海
大学札幌キャンパス硬式野球部
による道内強豪同士の交流試合
が入場無料で観戦できます。
◦とき　8 月 3 日㈯　13:00 ～
◦ところ　市営野球場
問砂川軟式野球連盟 森田　　　
　℡ 090-5220-8654 または　
　堀田℡ 090-7658-7250

　健康・栄養相談のほか、血圧・
血糖値などの測定や健診結果の
相談にも応じます。また、乳幼
児の計測や発達・栄養・育児な
どの相談も行っています。
◦とき　8 月 5 日㈪　13:00 ～
　15:00
◦ところ　ふれあいセンター
◦申込　下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　9 月の健診を次のとおり行いま
す。なお、すでに生活習慣病で
治療を受けている方は主治医と
相談のうえ、申し込みください。
◦とき　9 月 2 日㈪～ 10 日㈫
◦ところ　細谷医院、明円医院、
　村山内科医院、いとう内科循
　環器科クリニック、砂川慈恵
　会病院
◦対象　後期高齢者医療保険加
　入者
◦料金　400 円
◦申込　8 月 1 日㈭～ 9 日㈮ま
　でに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　国などの行政全般についての
苦情や要望などの相談に行政相
談委員が対応しますので、お気
軽にご相談ください。
◦とき　8 月 9 日 ㈮　15:00 ～
　17:00
◦ところ　市役所市民相談室
◦相談料　無料
問生活交通係℡ 54-2121

　「同じ年齢の子どもと遊ばせた
い」「お母さん同士友達になりた
い」「育児の相談をしたい」そん
なお母さんを応援するため、保
育所を開放します。どうぞお気
軽にご利用ください。利用の際
は、事前に申し込みが必要です。
◦とき　8 月 7 日㈬　10:00 ～
　11:00
◦ところ　市内保育所
◦対象　未就学児とその保護者
◦内容　「水遊びをしよう！」
◦申込　下記へ
問ひまわり保育園℡ 54-4555
　さくら保育園℡ 52-3335
　空知太保育所℡ 53-3287

　市では、4 月より敬老助成券
を交付しています。まだ交付を
受けていない対象者の方は、印
鑑をお持ちのうえ、高齢者支援
係で交付を受けてください。　
　なお、代理受領の場合は、併
せて代理人の印鑑も必要です。
◦対象　昭和 20 年４月１日以前
　に生まれた方（75 歳以上）で、
　４月１日現在で市に住民登録
　しており、平成 30 年度市民税
　が非課税の在宅高齢者
◦助成券の種類（１つを選択）
　敬老バス券、敬老入浴券、敬
　老ハイヤー券
※各券 5,300 円相当です。
※敬老ハイヤー券は砂川市予約
　型乗合タクシーにも使用でき
　ます。
※ 4 月以降にすでに券をお受け
　取りになった方については、交
　付できません。
問高齢者支援係 ℡ 54-2121

砂川営業所 (砂川市役所1階)
54-2121

1 歳児パクパク
ひろば

フッ素塗布

屋根・外壁塗装の
ご用命はお任せください

㈱加我塗装工業
晴見 2条北 8丁目 3番 7号

職業訓練指導員（塗装科）　1 級塗装技能士の店
☎52-3333

小さな工事でもお気軽にお電話お待ちしています
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市民健康・栄養相談

後期高齢者健康診査

8月の保育所開放

敬老助成券の交付

社会人・大学野球
交流試合

定例行政相談
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　市立病院では、令和 2 年度の
病院事業職員採用登録試験の申
し込みを、次のとおり受け付け
ます。
◦職種・資格
・薬剤師　薬剤師の資格（取得
　見込み含む）を有し、昭和 60
　年４月２日以降に生まれた方
◦登録人員　若干名
◦申込期限　８月 15 日㈭
◦試験日　８月 29 日㈭
◦採用日　令和２年４月１日
◦申込　所定の申込書に記入の
　うえ、下記へ
問市立病院職員係℡ 54-2131

　市立病院では、臨時職員を募
集します。
◦職種　臨時医師事務作業補助
　者（医療クラーク）
◦業務内容　医師の指示による
　書類作成、診断書や証明書な
　どの仮作成、書類整理、患者
　さんへの対応（問診記入の説
　明など）、パソコンを使用する
　作業など（パソコンでの文字
　入力が可能な方）
◦資格　不問
◦募集人員　若干名
◦勤務時間　フルタイム（8:30
　～ 17:00）うち休憩時間 60 分
◦選考方法　書類選考、面接試験
◦申込　事前に市販の履歴書に
　必要事項を記入のうえ、顔写
　真を貼って下記へ持参または
　郵送してください。選考結果
　は、申し込み 5 日以内に本人
　へ通知します。
問市立病院職員係 ℡ 54-2131

　

◦募集戸数
【すずらん団地】
　10 戸　一般世帯向け
　1 戸　高齢者世帯向け
【三砂ふれあい団地】
　2 戸　一般世帯向け
◦申込・受付　9 月 12 日㈭、13
　日㈮　9:30 ～ 18:30、9 月 14
　日㈯　9:30 ～ 17:00
　地域交流センターゆう　小研修室
※すずらん団地は、今回募集以
　降も随時、入居申込を受け付
　けます。応募の際は、印鑑と
　世帯全員の収入を証明するも
　の（源泉徴収票など）を持参
　してください。また、申込者
　または同居者で障がい者手帳
　をお持ちの方は、手帳を持参
　してください。
◦抽選会　9 月 17 日㈫　10:00 ～
　地域交流センターゆう　中研修室
◦入居予定　11 月 1 日㈮
問エムエムエスマンションマネ
　ージメントサービス㈱空知事
　業所℡ 23-3071

　8020 運動推進のため、高齢者
の歯のコンクールが開催されま
す。参加者を募集していますの
で、希望者は申し込みください。
◦応募資格
　以下の要件をすべて満たす方
①満 80 歳以上（昭和 14 年４月
　１日以前に生まれた方）で、ご
　自分の歯を 20 本以上保ってい
　る方
②口腔内が正常で健康な方
※空知歯科医師会による口腔審
　査を受けていただきます。
◦申込　8 月 22 日㈭までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　最近、宅地内の排水管などを
点検し、「このままだと排水管が
詰まる」などと不安をあおり、
清掃するよう迫る業者が市内を
回っております。また、排水管
の点検や清掃を市から委託され
ているような印象をもたせて話
をするケースも発生しています。
　宅地内の排水設備の点検など
に関して、各家庭から依頼もな
いのに市職員や委託業者が突然
訪問することはありません。
　また、破損や故障などを除き、
通常の使い方（トイレットペー
パー以外流さない）をしていれ
ば、ほとんど排水管が詰まるこ
とはありませんので、このよう
な訪問があった際はご注意くだ
さい。
　なお、宅地内の排水設備の工
事や修理は、市の公認業者に依
頼していただくことになります。
公認業者や排水設備全般に関す
る問い合わせは下記へご連絡く
ださい。
問下水道係℡ 54-2121

　お盆の時期が近づいてきまし
た。市ではカラスや野生動物な
どによるごみの飛散を防ぐため
に、墓地内にごみ箱を設置して
いませんが、依然として墓地内
での投棄が多く見られます。供
物やごみなどは各自で持ち帰る
ようお願いします。
　また、使用している墓地は、
草刈りを行うなど適正な管理を
行い、他人に迷惑がかからない
よう心がけましょう。
問環境衛生係℡ 54-2121

入居者
募集中

「安心」に支えられた「自由」な暮らしを
りんごの里グループが支えます

【お問い合わせ】
　晴見 3 条北 8 丁目 3 番 5 号

快適な居住空間の中、お食事や趣味の時間を楽しくお過ごしいただけます

サービス付き高齢者向け住宅

➡1人部屋 12帖、2人部屋 20帖

扌リビング☎ 52-3650

道営住宅入居者募集
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高齢者の歯のコン
クール参加者募集

市立病院臨時職員募集

市立病院職員募集悪質な点検商法に
ご注意を

きれいな墓地にしま
しょう


