
『新冠温泉』 は今後も変わらず皆さんの温泉施設です
来年２月、 ３月は一部工事のため休館します

ご寄附ありがとうございました。（敬称略）

●まちづくりに役立ててと

☆籾山　国仁 （30,000円）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆新田　ヒデ （古布１袋）

☆藤原　まさ子 （オムツ１箱）

☆早川　憲吾 （かぼちゃ31.7kg）

☆木村　千鶴子 （カット布１箱）

☆葛野　弘子 （古布１袋）

☆ルナ美容室 （古布１箱）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布８袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆大滝　ふじゑ （50,000円）

☆遠藤　眞琴 （50,000円）

☆工藤　裕信 （20,000円）

☆山﨑　菊枝 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆田端　百合子 （古布１箱）

☆小竹　淳子 （古布１箱）

☆匿　名 （古布１袋）

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

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

１1
月

15日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

19日（金） 10：00～11：30
母親学級「キレイ☆ママパパる～む」

～育児編～
東町生活館

30日（火） 受付 13：00～
4・7・12 ヶ月児健康診査

レ・コード館
1歳6ヶ月・3歳児健康診査

１2
月

４日（土） 10：00～12：00 おやこの楽しい料理教室 東町生活館

８日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

28日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止及び延

期する場合があります。

　また、その他の事業については開催が決定しましたら、

町政事務委託文書などでお知らせします。

　町長が地域の皆さんのところに出向き、皆さんと膝を交えて、町の取り

組みや各種事業の方向性などの説明を行うとともに、地域が抱えている課

題などの意見交換を行いたいと考えていますので、ぜひ、会場にお集まり

ください。

●問い合わせ先：企画課企画広報統計グループ広報統計係

　　　　　　　　　　　　　　　　 　☎ 0146・47・2498

　町政懇談会は町長が地域や各

種団体の方々と膝を交えて話し

合い、「開かれた行政」を推進す

るため、また、町民と行政の協

働のまちづくりを進めることを

目的に開催します。

【対象団体】

①産業団体

②体育協会加盟団体及び文化協

会加盟団体

③その他任意団体

【開催内容】

①時間は１時間程度を予定

②開催希望日の１カ月前までに

下記までお申し込みください

●問い合わせ先

　企画課企画広報統計グループ

　　　　　　☎ 0146・47・2498

町政懇談会の開催を

希望する団体を募集します
町政懇談会開催のお知らせ

期日 時間 対象地区 開催場所

11/15（月）

10：00～ 11：00 高江・朝日 朝日農村環境改善センター

13：30～ 14：30 大富・万世・明和 万世生活センター

18：00～ 19：00 節婦町 節婦生活館

11/16（火）
13：30～ 14：30 美宇・太陽・新和・里平 太陽開拓婦人ホーム

18：30～ 19：30
夕日ヶ丘・北星町

レ・コードの森・東町
レ・コード館

11/17（水）
13：30～ 14：30 若園・新栄・泉・岩清水 泉生活館

18：30～ 19：30 中央町・本町 本町多目的交流センター

11/18（木）

10：00～ 11：00 共栄・東川 共栄生活館

13：30～ 14：30 緑丘・古岸 緑丘生活センター

18：00～ 19：00 西泊津・東泊津 泊津生活館

11/25（木） 13：30～ 14：30 大狩部 大狩部生活センター

★チャイルドランド★
・期　日　　①11月 18日（木）10時～11時 30分

　　　　　　②12月 16日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①『救急講習』

　　　　　　②『クリスマス会』

・申込期間　① 11 月 16 日（火）まで

　　　　　 ② 12 月 14 日（火）まで

・定　員　　①５組程度 (０歳～就学前）

　　　　　　② 10 組 ( ０歳～就学前）

　　　　　　※２グループに分けて実施

★おしゃべりルーム★
・期　日　　①11月 25日（木）10時～11時 30分

　　　　　　②12月 ２日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①『ぬいぐるみのお泊まり会』

　　　　　　②『クリスマスの帽子作り』

・申込期間　① 11 月 22 日（月）まで

　　　　　　② 11 月 30 日（火）まで

・定　員　　①５組程度（０歳～就学前）

　　　　　　② 10 組（０歳～就学前）

　　　　　　※２グループに分けて実施

★子育てサークルぴぐれっと★
・期日　12 月９日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　『未定』

　※申し込みの必要はありません

●問い合わせ先：子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

　９月 14 日に行われた第３回新

冠町議会定例会の鳴海町長の行政

報告で、「新冠温泉レ・コードの湯」

を運営する第３セクター「株式会

社新冠ヒルズ」を解散する旨の方

針が示されました。

　今後、新冠温泉がどのように

なっていくのか、一問一答形式で

分かりやすく説明します。

太郎　「株式会社新冠ヒルズが解散するって聞い

たけど、会社の解散ってどういうことなの？」

パパ　「会社の解散とは、事業を辞めることを言う

んだよ。だけど株主総会で承認決議が必要なんだ。」

太郎　「事業を辞めるってことは、温泉にはもう

入れないの？」

パパ　「そんなことはないよ。別の会社が温泉運

営することになるだけで、今までどおり温泉もホ

テルも利用することができるよ。」

太郎　「別の会社ってどこなの？」

パパ　「広く募集して、応募者の中から決めるプ

ロポーザル方式（事業提案方式）という方法で決

めることにしているんだ。」

太郎　「これまでどおりみんなでお風呂に入れる

んだネ。よかった！」

パパ　「温泉もホテルも運営す

る会社が変わるだけだからネ。

だけど来年の２月、３月は大き

な修繕と改修が行われるから休

館になるそうだよ！」

太郎　「４月から一部新しくな

るんだネ。楽しみだ！」

　ご不明な点などありましたら下記までお問い合

わせください。

●問い合わせ先

　企画課商工労働観光グループ

　☎ 0146・47・2498

「認定こども園ド・レ・ミ」入園の前手続き

令和４年度からの入園を希望される方は、新

規利用の方も継続利用の方も、入園申し込み前

に「教育・保育給付認定」を受けなくてはなり

ません。

　詳しくは 10 月 22 日（金）発行の町政事務委

託文書をご確認ください。

○入園資格

【幼稚園】　令和４年４月１日で満３歳～５歳の児童

【保育所】　保育認定基準に該当する児童

○支給認定申請の受付期間

　令和３年 11 月 24 日（水）まで

○提出書類

【新規入園希望の方】

　役場町民生活課窓口にて申請用紙を受け取

り、受け付け期間内に申請してください。

【継続利用希望の方】

　現在、認定こども園ド・レ・

ミに入園されている４歳児

（年中）クラス以下の世帯に

は、関係書類を送付していま

すので、内容を確認の上、期

間内に申請してください。

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ  ☎ 0146・47・2112

新冠　太郎

　太郎のパパ
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