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

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

☆石山　政司 （50,000円）

☆白藤　知鶴 （古布２袋）

☆佐藤　順子 （古布１袋）

☆木村　千鶴子 （食用菊１袋）

☆佐々木　克子 （古布２袋）

☆匿　名 （古布１箱）

☆芽呂女性部 （古布１袋）

☆ケアラボカフェ （手作り雑巾１束）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布大２箱）

☆ボランティアグループちょぼら 

（カット布４袋・タオルケット１袋）

新冠町社会福祉協議会へ
●香典返しに代えて
☆丸本　一子 （50,000円）

☆荒木　正弘 （30,000円）

☆石山　政司 （50,000円）

☆小野　愛子 （50,000円）

☆對馬　正 （30,000円）

☆古舘　新吾 （100,000円）

●福祉事業に役立ててと
☆大雅くん （古切手 500枚）

☆愛友ちゃん （古切手500枚）

☆匿　名 （古布２袋）

☆芽呂女性部 （古切手１袋）

その1

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

１2
月

27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

１
月

13日（金） 13：15～15：30 ５歳児相談 レ・コード館

16日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

18日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

24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

29日（日） 13：00～15：30
母親学級キレイ☆ママパパる～む

～妊娠編～
レ・コード館

２
月

３日（金） 10：30～12：00 離乳食教室 東町生活館

５日（日）
６日（月）

 受付
6：30～

・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
・風しん抗体価検査

東町生活館

８日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 町民センター

10日（金） 13：15～15：30 ５歳児相談 レ・コード館

13日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

～家庭ごみを出すときに心がける５つのこと～

①ごみ袋はしっかり縛って封をしましょう！

②ごみ袋の空気を抜いて出しましょう！

③生ごみは水切りをしましょう！

④普段からごみの減量を心がけましょう！

⑤分別・収集ルールを確認しましょう！

　～感染症の感染者またはその疑いのある方の

使用済みマスク等の捨て方～

　鼻水などが付着したマスクやティッシュなどのご

みを捨てる際は、以下のことを心がけてごみを出しま

しょう。

①ごみ箱にごみ袋をかぶせ、いっぱいにならないよう

にしましょう！

②ごみに直接触れることのないよう、しっかり縛って

出しましょう！

③ごみを捨てたあとはしっかり手を洗いましょう！

●問い合わせ先

　町民生活課町民生活グループ

　環境衛生係

　☎ 0146・47・2112

★チャイルドランド★
・期　日　　①１月12日（木）10時～11時 30分

　　　　　　 ②２月16日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①「自然体験　そりあそび」

　　　　　　②「ひなまつり制作」

・申込期間　①１月 10 日（火）まで

　　　　　 ②２月 14 日（火）まで

・定　員　　各５～６組（０歳～就学前）

★おしゃべりルーム★
・期　日　　①１月26日（木）10時～11時 30分

　　　　　　②２月 ２日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①「節分制作」

　　　　　　②「手形粘土」

・申込期間　①１月 24 日（火）まで

　　　　　　②１月 31 日（火）まで

・定　員　　各５～６組（０歳～就学前）

※新型コロナウイルス感染症

の状況により人数制限および

延期または中止する場合があ

ります。

●問い合わせ先　

　子育て支援センター　☎ 0146・47・4525

役場窓口・小動物の火

葬業務・国民健康保険診

療所・子ども発達支援セ

ンターあおぞら

　12月 31日～１月５日

レ・コード館・町民セ

ンター・青年の家・子

育て支援センター・町

民スポーツセンター・節

婦体育館・郷土資料館・

新冠老人憩の家・節婦老

人憩の家

　12 月 30日～１月５日

ゴミの収集運搬業務・

コミュニティバスメロ

ディ―号

　12月 31日～１月３日

デイサービスセンター

　12月 31日～１月４日

町道の除雪が必要な時

　役場へご連絡くださ

い。警備員が常駐し、担

当者及び除雪委託業者へ

連絡をとり対応します。

道南バス㈱
　詳しくは道南

バス㈱のホーム

ページをご覧く

ださい。

ジェイ・アール北海道バス

　詳しくはジェ

イ・アール北海

道バスのホーム

ページをご覧く

ださい。

道の駅売店

　12月 30日～１月３日

ホロシリ乗馬クラブ

　12月 26日～１月７日

新冠温泉
　通常営業（無休）

新冠郵便局

　窓口12月 31日～１月３日

　ATMは時間を変更して営業

苫小牧信用金庫新冠支店

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

新冠町農業協同組合

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月 30日～１月５日

㈱伊藤商会（新冠・新和）

　12月 31日 12時～１月４日

岩倉商事㈱新冠営業所

　12月 31日～１月３日

中山石油㈱

　12月 31日～１月３日

ＪＡ新冠スタンド

　12月31日13時～１月３日

㈱横山運輸

　12月 31日 13時 30分～

１月３日

※年末年始は、営業日

であっても営業時間を

短縮している場合があ

ります。

　詳細については、直

接店舗にお問い合わせ

ください。

年末年始の公共施設などの休業日のお知らせ

金融機関

ガソリンスタンド公共施設等

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止および延期
する場合があります。事業の詳細は、対象者への個別案内
や町政事務委託文書などでお知らせします。

　町の競争入札へ参加を希望される業

者は、申請が必要になりますので、次

の期間に必ず申請を行ってください。

　詳細については、町

ホームページまたは担

当課へお問い合わせく

ださい。

〇受付期間

　１月23日（月）～２月10日（金）

●問い合わせ先

　物品購入などや業務委託に関する申請

　総務課総務グループ財政係

　☎ 0146・47・2114

令和５・６年度競争入札
参加資格審査申請受付

　「北方領土の日」特別啓発期間
　　　　　　署名コーナー設置のお知らせ
　毎年１月 21 日から２月 20 日は、「北方領土の日」特別

啓発期間です。

　北方領土問題の解決のためには、領土

返還に向けた外交交渉の展開を強く要望

する道民世論の結集が何よりも必要とな

ります。一人一人の返還に向けた思いを

結集し、北方領土の返還を実現するため、

多くの方々の署名へのご協力をお願いし

ます。

〇署名コーナーの設置期間と場所

・期　間　１月 23 日（月）～２月 20 日（月）

・場　所　役場庁舎１階ロビー

●問い合わせ先：企画課まちづくりグループ企画係

　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2498

北方領土マスコット

「エリカちゃん」

感染症対策のための
ご家庭でのごみの捨て方


