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　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、当日保険証をお
持ちください。
◦�とき　8月31日㈯　受付6:00
～ 9:00（大腸がんのみ受診の
方は 9:00 ～ 9:30）
◦ところ　ふれあいセンター
◦�対象　40 歳以上の市民（ピロ
リ菌検査のみ 20歳から可能）
◦料金
・胃がん（バリウム検査）
　2,000 円
・肺がん（レントゲン検査）
　600 円
・�かくたん検査（喫煙本数の多
い方、たんがよく出る方）
　1,100 円（当日受付）
・大腸がん（便潜血検査）
　1,000 円
・ピロリ菌検査（検便検査）　　
　3,240 円　
※ �40 歳以上のピロリ菌検査は、
胃がん検診を受ける方が対象
です。なお、ピロリ菌検査は、
半額助成の対象外です。

◦�申込　8月 16日㈮までに下記へ
問ふれあいセンター℡ 52-2000

　花・野菜技術センターを紹介
する公開デーを開催しますので、
ぜひお越しください。
◦�とき　8 月 9 日㈮　11:00 ～
15:00
◦�ところ　花・野菜技術センター
（滝川市東滝川 735 番地）
◦�内容　仕事の紹介、ほ場見学、
フラワーデザインセミナー、
園芸相談、農産物等販売など
問花・野菜技術センター
　℡ 28-2211

　平成 31 年 4月 24 日に「旧優
生保護法一時金支給法」が成立
し、以下の条件に当てはまる方
は、手続きによって一時金 320
万円を受け取ることができます。
　一時金を受け取るためには、
国に対して請求書を提出し、認
定を受ける必要があります。請
求を希望される方は、相談支援
センターまでご連絡ください。
◦�対象　下記の①または②に該
当する方で、現在生存されて
いる方
①�昭和 23 年 9 月 11 日～平成 8
年 9 月 25 日までの間に、旧
優生保護法に基づき優生手術
を受けた方（母体保護のみを
理由として手術を受けた方を
除く）
②��①と同じ期間に生殖を不能と
する手術または放射線の照射
を受けた方（母体保護や疾病
の治療を目的とするなど、優
生思想に基づくものではない
ことが明らかな手術などを受
けた方は除く）
問�旧優生保護法に関する相談支
援センター℡ 0120-031-711

　平成 30年度に募集した市内小
学生からの応募作品展が開催さ
れます。
◦�展示期間　7月 16日㈫～ 8月
30日㈮まで
◦�ところ　北門信用金庫砂川支店
問�㈳滝川地方法人会砂川支部（商
工会議所内）℡ 52-4294

　毎月 1回、幼児を対象とした
子育てひろばを開催しています。
お気軽にご参加ください。申し
込みは不要です。
◦�とき　7月 22 日㈪　10:00 ～
11:30
◦�ところ　公民館 2階�第 5研修室
◦�対象　就学前の幼児とその保
護者
◦��講師　おもちゃコンサルタン
トマスター�坪江�利香�氏
◦�内容　「シールであそぼう！」
　�　シールを貼ったりはがした
りすることは、子どもの手指
の発達に効果的です。この日
はシールを使って絵を描いた
りします。
◦�参加料　無料
問社会教育係℡ 54-2121

　長年市民の皆さんと共に踊り
継がれてきた砂川音頭「市民踊
り」が今年で 50 年となります。
この歴史ある砂川の伝統文化を
ぜひ一緒に踊りませんか。
◦�とき　8月 25日㈰　16:00 ～
◦�集合　永大ビル裏駐車場
◦�申込　8月 10 日㈯までに、砂
川音頭保存会�森へ

問砂川音頭保存会�森
　℡ 090-4879-5824

砂川営業所 (砂川市役所1階)
54-2121

旧優生保護法にかか
る一時金の支給

税に関する絵はがき
コンクール応募作品展

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

胃 ･肺 ･大腸がん検診
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花・野菜技術センター
公開デー

第 50回砂川市民踊り

　市民踊りの講習会と浴衣の着
付け講習を下記のとおり行いま
す。お手持ちの浴衣などがあれ
ばお持ちください。
◦�とき
�① �7 月 19日㈮ 13:00 ～ 15:00
② �7 月 29日㈪ 13:00 ～ 15:00
③ 8 月 4日㈰ 9:00 ～ 12:00
◦�ところ　公民館 2階�第 5研修室

7 月の子育てひろば
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　『図書館おたのしみ会・夏～く
るくるギュッギュッ！ふわふわ
ボールをつくってあそぼ！』を
開催します。ペットボトルと梱
包材で自分だけのバットと軟ら
かいボールを作って遊びましょ
う！入場無料・申込不要で、絵
本の読み聞かせも行います。
◦�とき　7月 31 日㈬　14:00 ～
15:10
◦�ところ　地域交流センターゆ
う
◦�対象　幼児・小学生
問図書館℡ 52-3819

　砂川観光協会では、オアシス
パークや石狩川河川敷などの景
色や自然環境に触れながら、砂
川のスイーツや野菜を食べたり、
自由に走ったり歩いたりするマ
ラニック大会を開催します。体
によいことを始めようと考えて
いる方は、ぜひご参加ください。
また、ボランティアスタッフも
併せて募集しますので、興味の
ある方はお問い合わせください。
◦�とき　9月 22日㈰　9:30 ～
◦�集合　遊水地管理棟
◦�対象　小学生以上
◦�コース・参加料
・���ショートコース（約 8㎞）
　�高校生以上 2,500 円、小中学
生 1,500 円

・ロングコース（約 17㎞）
　�高校生以上 3,000 円、小中学
生 2,000 円
�◦定員　各コース 80人
◦�申込　8月 16 日㈮までに、申
込書に記載のうえ、参加料と
併せて下記へ
問砂川観光協会℡ 54-4995

　

　（一財）北海道子どもの国協会
では、毎年恒例のザリガニ観察
会を行います。生きたザリガニ
を観察し、希少種となったニホ
ンザリガニの保全に関すること
や外来生物の問題について学習
します。
◦�とき　7月 28 日㈰　10:00 ～
11:30
◦�ところ　子どもの国管理事務
所 2階　会議室
◦�定員　親子 20人
◦参加料　無料
◦申込　下記へ
問�北海道子どもの国管理事務所
℡ 53-3319

　市内企業では、ハローワーク
砂川を通じて、新規求人を次の
とおり行っています。

問ハローワーク砂川℡ 54-3147

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

新規求人情報
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ニホンザリガニ観察会

　第 2弾の今回は、見頃のラベンダー園と食べ頃のブルーベリーの場
所を紹介します。そのほか、自分の農園で採れたトマトを使ったパス
タやサラダ、ジュースを提供するファーマーズカフェもオープンしま
した。

　　　

そのほかの情報は、市ホームページをご覧ください。
問農政係℡ 54-2121

第 1 回すながわマラ
ニック大会

図書館おたのしみ会・夏

募集内容
職　種 年齢 求人数

工 場 作 業 員 59 歳以下 1
給油所従業員 不 問 2
販売スタッフ 59 歳以下 1
製 造 員 不 問 1
事 務 職 59 歳以下 1
住 宅 営 業 44 歳以下 1

（7月 4日現在）

VoL.2採れたて！砂川産農産物情報

項目 直売所名 備考

ラベンダー園 黒瀬ラベンダー園（黒瀬農園）
黒瀬修（一の沢）℡ 53-2685

ブルーベリー

三谷果樹園
三谷将（北吉野 232 番地 8）
℡ 54-2036

ブルーベリー狩りも
できます。そらいち
マーケットでも販売。

ノーザン・ベリーズ直売所
三谷茂樹（北吉野）
℡ 080-3419-6015

そらいちマーケット、
AiAi もぎたて市、コー
プさっぽろすながわ
店でも販売。

ファーマーズ
カフェ

カフェピノキオ
黒田稔暢（焼山）
℡ 52-3678
・営業時間
　11:00 ～ 17:00
・定休日　火曜日

← ピノキオ

地域交流センターゆう�

吉野斎苑

東地区コミュニ
ティセンター�


