
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

８
月

16日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

19日（木） 18：00～20：00 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

９
月

８日（水） 18：00～20：00 からだリセット講座 東町生活館

13日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

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。

アーサー・ズー先生が帰国
　中学校を中心に外国語指導助手として勤務して

いただいた、アーサー先生が任期を終えアメリカ

に帰国しました。帰国にあたり、皆さんへ英語と

日本語のメッセージをいただいていますので、ご

紹介します。

Hello Everyone, how are you doing? I just got back to 
America safely. I am getting used to the time difference 
and American life again. Law school is starting soon, so I 
am preparing for that as well. 
I want to thank Niikappu Junior High school for all the 
wonderful messages and gifts. I think about memories of 
Niikappu and Hokkaido everyday. Next time, I want to 
try wilds plants picking in Niikappu.I hope to visit soon. 
Please continue to take care of each other. 

　皆さん、こんにちは。お元気ですか？私は無事に

アメリカに帰国しました。時差やアメリカの生活に

も慣れてきたところです。法科大学院が間もなく始

まることから、学校に向けた準備も進めています。

　新冠中学校の皆さんには

素晴らしいメッセージとプ

レゼントをいただき感謝し

ています。私はいつも、新

冠や北海道の思い出につい

て考えています。次に新冠

に行ったときは山菜取りに

挑戦したいです。また、新

冠に行けることを願ってい

ます。皆さんお元気で。

外国語指導助手（ＡＬＴ）が離任

★おしゃべりルーム★
・期　日　　８月19日（木）10時～11時 30分

・内　容　　「しゃぼん玉遊び」

・申込期間　８月 17 日（火）まで

・定　員　　５組程度（０歳～就学前）

★チャイルドランド★
・期　日　　①８月26日（木）10時～11時 30分

　　　　　　②９月 ２日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①「子育て講座『大切な靴の話』」

　　　　　　②「びっくり箱の読み聞かせ」

・申込期間　①８月 24 日（火）まで

　　　　　　②８月 31 日（火）まで

・定　員　　①５組程度（０歳～就学前）

　　　　　　② 10 組程度（０歳～就学前）

　　　　　　※２グループに分けて実施（②）

●問い合わせ先　

　子育て支援センター　☎ 0146・47・4525

～『にいかっぷママさぽ～と』～
　町では、妊婦さんの出産予定日や体調など、出

産に関わる情報を消防署へ事前登録し、必要時に

迅速な救急搬送を行う『にいかっぷママさぽ～と』

を行っています。

　少しでも不安なくお産に臨めるよう、対象の方は

当制度をご活用ください。

〇対象者：①町内に住所を有する妊婦

　　　　　②里帰りで町内に滞在中の妊婦

〇届出方法：保健福祉課へ届出書を提出してください。

　届出書は保健福祉課窓口か町

ホームページからダウンロードで

きます。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

　保健福祉課保健福祉グループ

　☎ 0146・47・2113

児童扶養手当の受給者は８月中に届出が必要です

　児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安

定・自立促進に寄与することにより、その家庭に

おいて養育されている子どもの福祉増進のために

支給される手当です。

　婚姻の解消や配偶者の死亡によりひとり親とな

り、子ども（18 歳に達する日以後の最初の３月

31 日まで、障がいがある場合は 20 歳未満まで）

を監護する母や父などに支給されます。

〇提出書類

・児童扶養手当現況届　【全ての受給者】

・一部支給停止適用除外事由届　【①～④に該当する方】

①支給開始月から５年を経過する予定の方（※）

②支給要件に該当した日の属する月から数えて７

年を経過する予定の方（※）

③認定請求時に児童が３歳未満だった場合は、児

童が３歳に達した日の属する月の翌月初日から数

えて５年を経過する予定の方（※）

④既に上記①～③の期間を経過した方

※令和３年８月から令和４年７月までの間に期間

を経過する方が対象です。

※提出がない場合は手当額の一部又は全部が停止

される場合があります。

小型家電回収ボックスの撤去とパソコンの処理

　９月１日より小型家電の青色回収ボックスを撤

去します。今後は、町民生活課窓口で確認後に受

領することとしますので、持参した際は町民生活

課へお知らせください。

　また、パソコン本体についても、９月１日より

小型家電では回収しませんので、排出者が以下の

処理方法により適切に処理してください。

○パソコンの処理方法

・宅急便による回収

　パソコン本体が含まれるダンボール１箱につい

ては、無料で宅配便による回収ができます。

　詳しくは、こちらをご覧ください。

　リネットジャパンリサイクル㈱ＨＰ

　https://www.renet.jp

・パソコンメーカーによる回収

　ＰＣリサイクルマークが付いているものは、パ

ソコンメーカーが回収・リサイクルすることと

なっています。

　詳しくは、こちらをご覧ください。

　（一社）パソコン３Ｒ推進協会ＨＰ

　https://www.pc3r.jp

●問い合わせ先：町民生活課町民生活グループ

　　　　　　　　　　　　 ☎ 0146・47・2112

　８月は、北方領土返還要求運動強調月間です。

　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。

　1 人 1 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　８月２日～ 31 日

・場　所　役場庁舎１階ロビー

●問い合わせ先

　企画課企画広報統計グループ

　　　　　 ☎ 0146・47・2498

北方領土返還要求運動強調月間　署名コーナー設置のお知らせ

北方領土マスコット

「エリカちゃん」

令和３年度脳の MRI 検診
中止のお知らせ

　９月２日 ( 木 ) ～４日 ( 土 ) に実施

を予定していました「脳の MRI 検診」

は新型コロナウイルス感染症の拡大に

伴い、中止となりましたのでお知らせ

します。

　次年度以降の

日程については、

決まり次第、町

政事務委託文書

などでお知らせ

します。

●問い合わせ先

　保健福祉課保健福祉グループ

　☎ 0146・47・2113
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