
　新冠町文化協会主催に

よる第 47 回町民文化祭が

開かれます。

　町民文化祭は、芸能発

表会と総合作品展の２つ

に分かれております。

　10月 16 日の芸能発表会

では町内で活動する文化

団体や子どもたちのサー

クルのステージ発表があり、10 月 21 日から 23 日ま

での総合作品展では、書道などの作品のほか、こど

も園や小学校などで制作された作品が展示されます。

　秋は「文化の秋」とも言われます。町内の文化サー

クルの活動を見て、新しい趣味を始めるきっかけに

してみてはいかがですか？

・日程　芸能発表会　10月 16 日（日）

　　　　総合作品展　10月 21 日（金）～ 23日（日）

・場所　新冠町レ・コード館町民ホール

●問い合わせ先

　社会教育課生涯学習グループ　☎ 0146・45・7600

　この度、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用

状況が優良な企業を厚生労働大臣が認定する「ユース

エール認定企業」に、字西泊津のコスモヴューファー

ムが認定され、認定通知証と認定証が送られました。

　この制度は平成 27年 10 月に始まったもので、認定

を受ける為には、過去 3年間の離職率や所定外労働時

間、有給休暇取得日数などの基準をクリアする必要が

あります。現在、認定企業は道内では４社目、日高管

内では初めての認定で、農業系の企業としては全国で

も初めての認定となりました。

　現在、求職中の皆さんには、この制度を就職活動で

会社選考を行う際の参考にしていただき、また、地元

企業の皆さまにも、ハローワークの積極的なＰＲや関

係助成金の優遇制度が受けられる利点があるこの制度

への積極的な登録をお願いします。

　

　

　若者も安心して働ける職場として認定された、

　コスモヴューファーム

●問い合わせ先

　企画課まちづくりグループ商工観光労働係

☎ 0146・47・2498

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

保 健 福 祉 課 か ら の お 知 ら せ
〇国保診療所でのワクチン接種について

　子どもワクチンの定期接種について、これまで、国

保診療所では、一部のワクチンのみ接種可能でしたが、

平成 28年 10月より全ての定期接種に対応できること

となりましたのでお知らせします。

　なお、予防接種には、ワクチンの準備が必要となる

ことから、予定が決まり次第、早めに予約をするよう

にしてください。

◆対応できるワクチン

　ヒブ・小児肺炎球菌・四種混合・水痘・

　麻しん風しん・日本脳炎・Ｂ型肝炎

　（※Ｂ型肝炎は、平成28年 10月より定期接種化）

◆ワクチン接種の予約

　国保診療所　☎ 0146・47・2411

○健診結果の提供にご協力ください！

　町では、40歳以上の国民健康保険加入者の方に特定

健診の受診を勧めています。

　特定健診は年３回実施する集団健診や指定した医療

機関で受診することができますが、職場の健康診断や

人間ドックなどを受診された方は、健診結果を提出し

ていただければ、特定健診を受診したことになります

ので、ぜひ、健診結果を保健福祉課までお持ちください。

　健診結果を提供していただいた方には、新冠町指定

ゴミ袋(大サイズ・10枚入り )を進呈しています。

◆対象者

　40～ 74歳の国民健康保険加入者

◆提出先

　役場保健福祉課３番窓口健康推進係まで

●問い合わせ先　保健福祉課保健福祉グループ健康推進係　☎ 0146・47・2113

ご寄附ありがとうございました。
（敬称略）

●老人ホーム「恵寿荘」に役立ててと

☆豊　澤　康　雄	（メロン15玉、スイカ２玉）

☆上　村　常　子	 （古布１袋）

☆高　橋　満　郎	 （白菜 14kg）

☆浅　野　ノ　ブ	 （古布２袋）

☆早　川　憲　吾	 （ピーマン9.6kg)

☆斉　藤　艶　子	 （なす 9.6kg）

☆ボランティアグループあゆみ	 （カット布２袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆村　本　拓　司	 （50,000円）

☆井　野　　　緑	 （30,000円）

☆渡　邉　笑　子	 （50,000円）

健康相談のご案内
　新冠老人憩いの家にて、保健師による

健康相談・健康チェックを行います。

　体調に関することなど、気軽に相談に

来てください。

　事前のお申し込みは不要ですので直接

会場にお越しください。

◆日時　９月30日 (金 )午後２時～３時

◆場所　新冠老人憩いの家

◆内容　健康相談、血圧測定、体脂肪率・

　　　　体内年齢などの体組成計測定

●問い合わせ先

保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

☎ 0146・47・2113

健 康 カ レ ン ダ ー
（お問い合わせ先：保健福祉課　☎ 0146・47・2113）

月　日 時　間 事業名 場　所

９
月

12日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

13日（火）
10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 保健センター

18：30～20：00 からだリセット講座 保健センター

15日（木）
16日（金）

8：00～16：00
脳のＭＲＩ検診 保健センター

17日（土） 8：00～12：00

20日（火） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 保健センター

23日（金）
10：00～11：30

脳の元気アップ教室
朝日農村環境改善センター

13：30～15：00 太陽開拓婦人ホーム

26日（月）
10：00～11：30

脳の元気アップ教室
緑丘生活センター

13：30～15：30 おうるの郷

27日（火）
受付９：45～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付12：45～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

30日（金） 14：00～15：00 健康相談・介護相談 新冠老人憩いの家

10
月

４日（火） 18：30～20：00 からだリセット講座 保健センター

５日（水） 受付15：45～ 二種混合予防接種 保健センター

６日（木） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

12日（水） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

15日（土）

16日（日）

17日（月）

受付時間
①６：30～７：00
②７：30～８：00
③８：30～９：00
④９：30～10：00
⑤10：30～11：00

特定健診
胃・肺・大腸がん検診

前立腺がん検診
肝炎ウイルス検査

エキノコックス症検査

保健センター

18日（火） 受付16：00～ 二種混合予防接種 保健センター

21日（金） 18：30～20：00 からだリセット講座 保健センター

25日（火）
受付９：45～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

　この交付金は、発電用施設の周辺地域における公

共施設の整備等の促進により、地域住民の福祉の向

上を図る目的で交付されるものです。

　平成 28年度の交付金額は 2221 万 9000 円で新冠町

立国民健康保険診療所の運営費として、看護師など

の人件費などに活用されています。

●問い合わせ先

　新冠町立国保診療所　☎ 0146・47・2411

　台風 10号による被害で、パークゴルフ場の一部が

使用不可能となっておりましたが、業者による迅速

な作業のほか、町パークゴルフ協会の方々や多くの

利用者の手作業による砂利拾いにより、全コースが

復旧しました。ボランティアでご協力いただきまし

た皆さま、ありがとうございました。

●問い合わせ先

　社会教育課生涯学習グループ　☎ 0146・45・7600

第 47回新冠町民文化祭
芸能発表会・総合作品展開催

平成28年度電源立地地域
対策交付金事業について

日高判官館青年の家パークゴルフ場
高潮被害復旧作業ありがとうございました

「コスモヴューファーム」がユースエール認定企業に！
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