
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」で役立ててと

☆山藤　博之 （30,000円）

☆小山田　あき子 （ｽﾞｯｷｰﾆ 11.5 ㎏）

☆早川　憲吾 （大根50kg・胡瓜２kg・朝顔１鉢）

☆佐藤　順子 （古布２袋）

☆木村　千鶴子 （ｽﾞｯｷｰﾆ 10㎏）

☆新田　ヒデ （古布１袋）

☆畑中　与治 （古布１箱）

☆斉藤　艶子 （なす10.5㎏・ﾐﾆﾄﾏﾄ６㎏）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布６袋）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布５束）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆和田　猛 （200,000 円）

☆岩見　晴一 （100,000 円）

☆山藤　博之 （30,000 円）

●福祉事業に役立ててと

☆新冠重軽音楽部 

（ﾌｫｰｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙでの募金 18,000 円）

☆ Niikappu sweets marche みると 

（ｺｰﾋｰ販売の売上 9,281 円）

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

～新冠町ＬＥＤ照明導入促進制度～

≪対象≫

　①家庭で使用している白熱電球、電球型蛍光灯及び

　直管型蛍光灯をＬＥＤ電球又はＬＥＤ蛍光灯に交換

　する場合。

　②家庭で使用している従来型の照明器具をＬＥＤ照

　明器具に交換する場合など。

≪補助内容≫

　①ＬＥＤ電球の取替

　ＬＥＤ電球などの購入に要する費用の１／２を乗じ

て得た額。（補助上限額：１万円）

　②ＬＥＤ照明器具の購入

　ＬＥＤ照明器具の購入に要する費用の１／２を乗じ

て得た額。（補助上限額：５万円）

　※対象経費が１万円以上の場合に対象となります。

≪その他≫

　①対象機器購入後、１ヶ月以内に申請して下さい。

　②申請は同一年度１世帯につき１回限りとなります。

　③受付期間は令和２年２月 28 日（金）までです。

　④受付状況・予算状況により受付期間内であっても

　申請受付を終了する場合があります。

※ご不明な点、詳細については下記までお問い合わせ

ください。

●問い合わせ先

　企画課まちづくりグループ企画係　☎ 0146・47・2498

～ 10 月集団健診　対象の方はすべて

無料で受けられるチャンス！～
≪日　時≫ 10 月 26 日 ( 土 )、27 日 ( 日 )、28 日 ( 月 )

≪受付時間≫①６時30分～②７時30分～③８時30分～

　　　　　　④９時30分～⑤10時 30分～　

≪健診の種類と対象者≫

○特定健診（健康診査）

　① 40 歳以上の国民健康保険加入者　

　②後期高齢者医療加入者（おおむね 75 歳以上の方）

　③ 40 歳以上の生活保護受給者

○若年健診　　　　　　

　30 ～ 39 歳の町民

○胃・肺・大腸がん検診

　40 歳以上の町民

○前立腺がん検診

　50 歳以上の町民 (男性のみ )

○肝炎ウイルス検査　　

　40 歳以上で過去に検査を受けたことが無い町民

○エキノコックス症検査

　小学３年生以上の町民 (５年に１度の検査 )

≪会　場≫保健センター

≪委託先≫北海道対がん協会札幌がん検診センタ―

≪料　金≫無　料

※詳細については、9月 13 日配布の町政事務委託文

書をご覧ください。

～メタボが気になる方へ　継続は力なり

一緒に楽しく健康な身体づくりを～
　『からだリセット講座』は、５

月から夜の部を開催していました

が、10月からは昼の部がスター

トします。メタボが気になる方、

一緒に楽しく健康な体を目指しま

せんか？１人ではなかなか続かな

いことも、皆で集まる事で健康へ

の意識を高められます。過去に参

加経験のある方や全ての回に参加

できない方も大歓迎です。お申込

みお待ちしています！

≪日時≫【10：00 ～ 12：00】

　10 月 10 日（木）、11月 14 日（木）、12月 12 日（木）

　１月 16日（木）、２月 20日（木）

≪場所≫　保健センター（12月 12 日は町民センター）

≪対象≫　町内に在住する 30～ 64 歳の方

※対象年齢以外の方で参加を希望される方は、気軽

にご相談ください。

≪内容≫

　①血液観察や血管年齢・脳年齢などの各種測定

　②専門家による運動指導や栄養・歯科講座

　③自分に合った目標を決めて生活習慣の改善に挑戦！

≪定員≫　12名程度

●問い合わせ先：保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

保健福祉課からのお知らせ

★おしゃべりルーム★
・期日　① ９月 19 日（木） 10 時～ 11 時 30 分

　　　　② 10月 ３日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　①『秋の散歩』

　　　　②『栗ひろい』

　　　　※①集合場所：スポーツセンター前駐車場

・申し込み期間

　　　　① ９月 17 日（火）まで

　　　　② 10 月 １日（火）まで

・定員　 各 10 組 ( ０歳～就学前）

★チャイルドランド★
・期日　10 月 17 日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　『わらべの会・お茶に親しむ』

・申し込み期間

　　　 10 月 15 日（火）まで

・定員　10 組（０歳～就学前）

●問い合わせ先：子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

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

14日（土）  8：15～12：00 脳のＭＲＩ検査 保健センター

18日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑮ 保健センター

19日（木） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

30日（月）
受付10：00～ 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

１０
月

２日（水） 受付 15：45～ 二種混合予防接種 保健センター

９日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾① 節婦老人憩いの家

10日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座⑥ 保健センター

11日（金） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

15日（火） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16日（水）
受付 16：00～ 二種混合予防接種 保健センター

10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾② 節婦老人憩いの家

21日（月） 13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

23日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③ 節婦老人憩いの家

26日（土）
27日（日）
28日（月）

①６：30～
②７：30～
③８：30～
④９：30～
⑤ 10：30～

・特定健診、若年健診
・胃、肺、大腸、前立腺がん検診
・肝炎ｳｲﾙｽ、ｴｷﾉｺｯｸｽ症検査

保健センター

　新冠町文化協会主催による第 50 回新冠町民文化祭

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、10月 20 日の芸能発表会では町内で活

動する文化団体や新冠中学校吹奏楽部によるステー

ジ発表、10月 25 日から 27 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。

　皆さんも、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ませんか？

・日　程

　芸能発表会　10月 20 日（日）

　総合作品展　10月 25 日（金）～ 27日（日）

・場　所

　レ・コード館町民ホール

●問い合わせ先

　社会教育課社会教育グループ

    ☎ 0146・45・7600

第 50回新冠町民文化祭芸能発表会・総合作品展

　この交付金は、発電用施設の周辺地域における

公共施設の整備の促進により、交付される交付金

であります。

　令和元年度の交付金額は 22,734,000 円で、新冠

町立国民健康保険診療所の看護師などの人件費に

活用されます。

●問い合わせ先：国保診療所　☎ 0146・47・2411

電源立地地域対策交付金事業
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