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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　9月11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　9 月 10 日㈫までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

◦とき　9 月 2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 8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

　こころの病気についてのさま
ざまな相談やストレス・思春期
の問題・認知症の問題などに専
門医が相談に応じます。
◦とき　9 月 12 日㈭　14:00 ～
　16:30
◦ところ　滝川保健所
◦申込　9 月 11 日㈬ 16:00 ま
　でに下記へ
問滝川保健所℡ 24-6201

　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　9 月 2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

　市では、４月から重度身体障
害者（児）を対象に本年度のハ
イヤー料金助成券を交付してい
ますが、10月以降に申請すると、
交付枚数が半分になります。対
象の方で、まだ交付を受けてい
ない方は、お早めに申請してく
ださい。
◦対象　身体障害者手帳を交付
　されている方のうち、下肢・
　体幹・（脳原）移動・視覚障害
　が 1・2級の方または内部障害
　が 1級で「歩行困難」と記載
　されている方
※複合障害で 1・2級の手帳をお
　持ちの方は手帳表紙裏面の障
　害区分をご確認ください。手
　書きの手帳をお持ちの方は窓
　口へ提示してください。
◦交付枚数　490 円の助成券 22
　枚（10月以降の申請は 11枚）
◦申請　社会福祉係⑧番窓口へ
◦持ち物　身体障害者手帳、印鑑
問社会福祉係℡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　9 月 25 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　「外遊びをしよう！」
◦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

　10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。「すながわ健康ポイント」対
象事業です。
◦とき　10 月 1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　9 月 2日㈪～ 10日㈫ま
　でに下記へ
問ふれあいセンター℡52-2000

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

9月の保育所開放

重度身体障害者（児）
ハイヤー助成券交付

こころの健康相談
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　中空知広域水道企業団では、
令和 2年度採用の職員採用試験
を行います。地方公務員として、
人々のくらしに欠かすことがで
きない「水道」という重要なラ
イフラインを守り、責任ある仕
事がしたいという意欲的な人材
を募集します。
◦職種　技術職員（土木職・社
　会人経験者）
◦受験資格　昭和 57年 4月 2日
　から平成 7年 4月 1日までに
　生まれ、高校以上を卒業した
　方で、水道・土木工事の実務
　経験がおおむね 3年以上ある
　方
◦採用要件　構成市町（砂川市、
　滝川市、歌志内市、奈井江町）
　に居住できる方
◦採用人数　若干名
◦提出書類　企業団が交付する
　願書・履歴書・職務経歴書、最
　終学校の卒業証明書・成績証
　明書、資格証明書の写し、受
　験される方の住所・氏名を記
　載したはがき
◦試験日・試験方法
・1次試験　10月 6日㈰
　事務適性検査、性格特性検査、
　小論文
・2次試験　10月下旬予定
　面接試験
◦採用日　令和 2年 4月 1日
◦申込　9 月 24 日㈫までに下記へ
問中空知広域水道企業団
　℡ 53-3840

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
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中空知広域水道企業
団職員採用試験

※夫婦部屋もご用意できます

　市では、令和 2年度の市職員
採用登録試験を行います。
◦職種・登録人員・資格　
【事務職　若干名】
・高校卒業または令和 2年 3月
　に卒業見込みで、平成 10 年 4
　月 2日以降に生まれた方
・4年制大学を卒業または令和 2
　年 3月に卒業見込みの方で、平
　成 6年 4月 2日以降に生まれ
　た方
【事務職（身体に障がいのある方）
若干名】
　次の要件をすべて満たす方
・身体障害者手帳の交付を受け、
　その障がいの程度が 1級から
　6級までの方
・自力による通勤が可能で、か
　つ、介護者なしで年間（原則
　1日 7時間 45分、週5日勤務）
　を通じて事務職員としての職
　務の遂行が可能な方
・活字印刷による出題および口
　頭による面接試験に対応でき
　る方
・4年制大学または高校卒業（令
　和 2年 3月に卒業見込みを含
　む）した方で、昭和 59年 4月
　2日以降に生まれた方
【建築技術職　若干名】
　昭和 59 年 4 月 2 日以降に生
まれ、次のいずれかに該当する
方
①一級建築士または二級建築士
　の資格を有する方
② 4年制大学の建築系学科また
　は高等専門学校の建築系学科
　を卒業（令和 2年 3月に卒業
　見込みを含む )した方
【保育職　若干名】
・保育士の資格を有し（取得見

市職員採用登録試験
　

　込み含む）、平成元年 4月 2日
　以降に生まれた方
【保健師　若干名】
・保健師の免許を有し（令和 2
　年 3月末までに取得見込み含
　む）、平成 5 年 4 月 2 日以降
　に生まれた方
◦試験日　
【事務職、建築技術職、保育職】
　10月 20日㈰
【保健師】　10月 11日㈮
※試験日時は応募者に別途通知
　します。
◦申込書　市ホームページまた
　は職員係で配布
◦提出書類　市が交付する登録
　試験申込書、卒業証書の写し
　または卒業（見込み）証明書、
　成績証明書（建築技術職①以
　外の方）、身体障害者手帳の写
　し（身体に障がいのある方）、
　一級建築士免許または二級建
　築士免許の写し（建築技術職
　①の方）、保育士証の写し（保
　育士資格を有する方）、保健師
　免許証の写し（保健師免許を
　有する方）、受験票返送用切手
　404 円分
◦申込期間　
【事務職・保健師】
　9月2日㈪～20日㈮（消印有効）
　8:30 ～ 17:15 まで
【建築技術職・保育職】
　9月2日㈪～10月2日㈬（必着）
　8:30 ～ 17:15 まで
※土・日曜日、祝日は除く。
◦申込　下記へ
問職員係℡54-2121



information
まちからのお知らせ情報

information
まちからのお知らせ情報

6広報すながわ　2019.9.1

ストーブの分解整備の事ならお任せ下さい！
石油ストーブ、給湯ボイラー、暖房ボイラーなどの石油
燃焼機器の修理・分解掃除・不凍液交換の事ならお任せ
下さい。全機種、各メーカーを問わず対応致しますので
お電話下さい。また、お引越しの際のストーブ、エアコ
ンの取り外し、取付工事も承ります。

有限会社 空知空調
　　東 4 条南 18 丁目 1-37 ☎54-1695

エレベーター・バリアフリー設備改修リニューアルオープン !!

入居見学 承り中
　　　　　　ルピナスサービス付き高齢者向け住宅

リビングホーム

ひろびろ全室南向き 空知太 454 番地 25

フジ福祉サービス準備室 ㈱藤総業
入居相談  53-5211

　

　防衛省では、令和元年度の防
衛大学校学生、防衛医科大学校
医学科学生・看護学科学生の募
集を行います。
◦職種・資格
・防衛大学校学生
・防衛医科大学校医学科学生
・防衛医科大学校看護学科学生
　いずれも21歳未満の高校卒業
　者（見込み含む）
◦試験日
【防衛大学校学生】
・1 次試験　11 月 9 日㈯、10
　日㈰
・2次試験　12月 10 日㈫～ 14
　日㈯
【防衛医科大学校医学科学生】
・1次試験　10 月 26 日㈯、27
　日㈰
・2次試験　12 月 11 日㈬～ 13
　日㈮
【防衛医科大学校看護学科学生】
・1次試験　10 月 19 日㈯
・2次試験　11 月 30 日㈯、12
　月 1日㈰
◦申込　9 月 5日㈭～ 30日㈪ま
　でに下記へ
問自衛隊滝川地域事務所
　℡ 22-2140

　刑務作業製品の展示・即売会
や刑務所がわかるパネル展示な
ど、多数のイベントを行います
ので、ぜひお越しください。
◦とき　9 月 8 日㈰　9:00 ～
　15:00
◦ところ　月形刑務所敷地内
問月形刑務所作業部門
　℡ 0126-53-3235

　市立病院では、令和 2年度の
病院事業職員採用登録試験を行
います。
◦職種・資格
・診療放射線技師　診療放射線
　技師の資格を有し（取得見込
　み含む）、平成 2 年 4 月 2 日
　以降に生まれた方
・臨床検査技師　臨床検査技師
　の資格を有し（取得見込み含
　む）、平成 2 年 4 月 2 日以降
　に生まれた方
・言語聴覚士　言語聴覚士の資
　格を有し（取得見込み含む）、
　平成 2年 4月 2日以降に生ま
　れた方
・管理栄養士　管理栄養士の資
　格を有し（取得見込み含む）、
　平成 2年 4月 2日以降に生ま
　れた方
・視能訓練士　視能訓練士の資
　格を有し（取得見込み含む）、
　平成 2年 4月 2日以降に生ま
　れた方
◦登録人員　若干名
◦試験日　9 月 26 日㈭
◦採用日　令和 2年 4月 1日
◦申込　9 月 12 日㈭までに所定
　の申込書に記入のうえ下記へ
問市立病院職員係℡54-2131

　青少年の健全育成を目的とし
て平成 12年にスタートした「あ
いさつ運動」が今年度で 20 年
目となります。令和元年度の春
の強調週間では、57 団体、延
べ 1,688 人の方が参加し、地域
のコミュニケーションの場にも
なっています。強調週間の取り
組みに加え、各団体の自主的な
活動や学校独自のあいさつ運動
への協力なども推進しています。
　「地域の宝」である子どもたち
を温かく見守り、家庭・地域・
学校で元気なあいさつが響くま
ちにしていきましょう。団体で
はなく個人での参加も歓迎しま
すので、ご連絡ください。
◦とき　9 月 11 日㈬～ 13日㈮
※時間は実施団体、実施場所に
　よって異なります。（朝の通学
　時間）
◦内容　各学校、幼稚園、保育
　所、各町内会、各老人クラブ、
　各種団体などがそれぞれ計画
　し、児童・生徒の登校時間に
　合わせて通学路や校門付近で
　あいさつや声かけの運動を行
　っています。市内の各学校前・
　保育所前、通学路付近、自宅
　前などの参加しやすい場所や、
　ご家庭内で取り組みください。
　ぜひ参加いただき、子どもた
　ちにお声かけください。
◦用具　のぼりやポール、たす
　き、腕章などの用具をお貸し
　します
問あいさつ運動推進委員会（社
　会教育係内）℡54-2121

自衛官募集市立病院職員採用登
録試験

「秋のあいさつ運動」
強調週間

第 35回月形矯正展
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　家庭での快適な生活環境に欠
かせない水洗トイレですが、公
共下水道が整備されていない地
区にお住まいの方は合併処理浄
化槽を設置することにより衛生
的に家庭の雑排水を処理し、生
活環境の向上が図れます。また、
公共下水道が整備されている地
区にお住まいの方は、水洗化に
伴う改造資金について市の貸付
金制度もありますので、生活環
境の向上にご協力をお願いしま
す。水洗化について不明な点が
あればお気軽にお問い合わせく
ださい。
問下水道係℡ 54-2121

　年齢を重ねても介護が必要な
状態になることなく、元気な体
で毎日が過ごせるよう、柔軟体
操、筋トレ、軽運動などの介護
予防体操と、口腔ケア、服薬管理、
健康に関する講話を行う通年型
介護予防教室を開催します。参
加を希望される方はお気軽にお
問い合わせください。
◦とき　毎週火曜日　10:00 ～
　12:00
◦ところ　ショッピングプラザ
　AiAi（東 1 南 1）　2階多目的
　ホール
◦対象　要支援・要介護認定を
　受けていない、65歳以上の高
　齢者の方
◦定員　おおむね30人（先着順）
◦申込　下記へ
問高齢者支援係℡ 54-2121

　昨年受診された方も申し込み
ができます。国民健康保険、後
期高齢者医療保険加入者は、料
金が半額となりますので、保険
証を持参してください。「すなが
わ健康ポイント」対象事業です。
◦とき　10 月 19 日㈯
　受付 9:00 ～ 9:15、10:00 ～
　10:15、12:30 ～ 13:00
※希望の受付時間を選んでくだ
　さい。
◦ところ　ふれあいセンター
◦対象　
・乳がん　30歳以上
・子宮がん　20歳以上
・大腸がん（乳がんまたは子宮が
　ん検診を受ける方）　40歳以上
※年齢は年度年齢（令和 2年 3
　月 31日現在の年齢）
◦料金　
・乳がん
　50 歳未満 ( マンモグラフィ 2
　方向 )　2,600 円
　50 歳以上 ( マンモグラフィ 1
　方向 )　2,200 円
・子宮がん（頸部細胞診）　2,000 円
・大腸がん（検便検査）　1,000 円
◦申込　9 月 2日㈪～ 10月 2日
　㈬までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

◦とき　9 月 2日㈪
◦ところ・実施時間　
・砂川警察署
　10:00 ～ 11:30
・買物駐車場（AiAi 横）
　13:00 ～ 16:00
※配車の都合などにより日程、時
　間の変更がある場合がありま
　すので、ご了承ください。
問社会福祉係℡ 54-2121

◆国民健康保険税（3期）
◆介護保険料（3期）
◆後期高齢者医療保険料（3期）
※�毎週火・木曜日は、19:30 ま
で納税相談を受け付けていま
す。（閉庁日を除く）
問�納税係℡ 54-2121

　消費者ホットライン 188（局
番なし）は、お近くの消費生活
センターなどの消費生活相談窓
口をご案内することにより、消
費生活相談の最初の一歩をお手
伝いするものです。
　「悪質商法などによる被害に
あった」「ある製品を使ってけ
がをしてしまった」などの消費
者トラブルで困っていることは
ありませんか？そんなときは一
人で悩まずに、全国どこからで
も３桁の電話番号でつながる消
費者ホットライン「188（いや
や！）」にご相談ください。専門
の相談員がトラブル解決を支援
します。
問消費者庁消費者教育・地方協
　力課消費者ホットライン担当
　℡ 03-3507-9190

乳がん・子宮がん・
大腸がん検診 水洗トイレで快適に

いきいきシニアプロ
グラム参加者募集

献血にご協力を！

消費者ホットライン
188 をご存知ですか？

消費者庁　消費者ホットライン
188イメージキャラクター

「イヤヤン」

納期限のお知らせ
（9月 30日まで）

砂川を紹介する写真
募集中！

　今年のテーマは「私がオス
スメしたい！とっておきの砂
川」です。砂川の魅力がいっ
ぱい詰まった写真をぜひご応
募ください！
▪応募期限　
　10月 31日㈭まで　
※詳しい応募方法や賞などの
　詳細は市ホームページをご
　覧ください。

問�広報広聴係℡ 54-2121

▶こちらのQR
　コードからご
　覧になれます


