
　新型コロナウイルスの影響により、売上が減少

している町内事業者を支援することを目的とし

て、新冠町プレミアム付商品券を発売します。

≪商品券の内容≫

○町民１世帯

　１冊 15,000 円分の商品券を 10,000 円で２冊ま

で購入できます。

　※ 500 円× 30 枚綴りの商品券です。

≪対象者≫

　令和２年９月１日現在、新冠町に住所のあるす

べての世帯主に『引換券』を発送しています。

　『引換券』は９月 18 日に発送していますが、【特

定記録】で郵送していますので、最大２週間程度

お手元に届くのに時間がかかっています、何卒ご

了承ください。

≪商品券の購入方法≫

　令和２年 10 月 15 日（木）から令和２年 11 月

30 日（月）までに新冠町プレミアム付商品券引換

券を新冠郵便局、節婦郵便局、新和郵便局のいず

れかに持参し購入できます。

①郵便局の窓口営業時間内で購入可能です。

②身分証明書（免許証、保険証など）、郵便物な

ど窓口来訪者の氏名・住所を確認できるものをお

持ちください。

③代理人などが商品券を購入することもできます。

その際は被代理人の引換券と引換券の裏面にある

委任状に必要事項を記入してお持ちください。

≪商品券の使用期限≫

　令和２年 10 月 15 日（木）～

令和３年１月 31 日（日）まで

※使用期限を過ぎての使用や返金もできませんの

でご注意下さい。

≪取扱事業所≫

　取扱事業所については、10 月９日（金）配布の

町政事務委託文書（チラシ）をご覧ください。

●問い合わせ先

　企画課

　商工労働観光グループ

　☎ 0146・47・2498

新冠町プレミアム付商品券を 10 月 15 日から発売します !!

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

☆中本　隆志 （紙オムツ 10 袋）

☆堤　とも子 （古布２箱）

☆武田　ハル （古布４袋）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布８束）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布３袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆村本　健一 （30,000円）

☆遠藤　敬子 （50,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆渡辺　恵美子 （古布３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

１０
月

17日（土）
18日（日）
19日（月）

①６：00～
②６：30～
③７：00～
④７：30～
⑤８：00～
⑥８：30～
⑦９：00～
⑧９：30～
⑨ 10：00～
⑩ 10：30～
⑪ 11：00～

・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

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

１1
月

12日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

19日（木） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

　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。

　次の日程により、贈呈式を挙行いたしますので、

多くの町民の皆さんのご参列をお待ちしております。

・日時　11月３日（火祝）午前 10時開式

・場所　レ・コード館　町民ホール

●問い合わせ先

　総務課総務グループ総務係　☎ 0146・47・2497

　町では、安全で良質な水道水の供給を行うため、

定期的に水質検査を実施しています。

　今年度は、７月～９月にか

けて全項目検査を実施したと

ころ、全ての水質項目におい

て、基準に適合していること

を確認しましたのでお知らせ

します。

　詳しくは、建設水道課窓口と町ホームページに

も掲載していますのでご覧ください。

●問い合わせ先

　建設水道課建設グループ上下水道係 ☎ 0146・47・2519

新冠町功労賞・善行賞贈呈式

水道水の水質検査結果

　令和３年１月 10 日（日）レ・コード館にて成

人式を開催します。出席するには事前申し込み

が必要となります。

　なお、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。

○対象者

　平成 12年 4月 2日～平成 13年 4月 1日生まれ

の方で、次の条件を満たす方。

　（1）現在、新冠町に在住している方

　（2）新冠町出身の方

○成人式開催日時

　令和３年 1月 10日（日）12時 00分から

○会　場

　レ・コード館　町民ホール

○申込方法

①対象となる新成人の氏名、②生年月日、③現

住所、④案内状の送付先を社会教育課にお伝え

ください。申し込みは家族の方でも構いません。

なお、既に通知文書が届いている方も、申し込

みが必要です。

○申込期限

　11月 13日（金）まで

●申し込み・問い合わせ先
　教育委員会社会教育課（レ・コード館内）
　電話：0146-45-7833 FAX：0146-45-7778
　メール：record01@cocoa.ocn.ne.jp

新冠町成人式の申し込み

　10 月 19 日（月）に一

日行政相談所を開設しま

す。行政に対する皆さん

からの苦情や意見、要望

などの相談を無料で受け

付けします。

○期日：10 月 19 日（月）午前 10 時～午後３時

○場所：レ・コード館　研修室２

●問い合わせ先

　総務省行政相談委員　東 義海さん

　　　　　　　　☎ 0146・47・3129

★チャイルドランド★
・期日　① 10月 15日（木）10時～ 11時 30分

　　　　② 11月 19日（木）10時～ 11時 30分

・内容　①『親子で楽しく運動遊び』

　　　　②『救命講習』

・申し込み期間

　　　　① 10 月 13 日（火）まで

　　　　② 11 月 17 日（火）まで

・定員　 各 10 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

・内容　『ぬいぐるみのお泊まり会』

・申し込み期間

　　　 11 月 20 日（金）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

学校閉鎖時の緊急連絡について

　「学校敷地内に不審者がいる」「学校

から警報音がきこえる」など週末・夜

間などの学校閉鎖時に異常を発見され

た場合は、新冠町役場（電話 0146-47-

2111）まで連絡をお願いします。役場警

備員が担当者と連絡をとり対応します。

●問い合わせ先
　教育委員会管理課　☎ 0146・47・2547

その1

一日行政相談所のご案内
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