
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

☆小野寺　有美 （30,000円）

☆山田　祐三 （1,000,000円）

☆㈱北海道日高牧場 （2,000,000円）

☆㈱日高食肉センター （1,000,000円）

☆㈱ツルハ （ハンドジェル500ml・3,600本）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆藤原　まさ子 （オムツ類２袋）

☆本田　恵 （古布２袋）

☆中山　ヨシ子 （衣類６袋・古布１袋）

☆新冠町商工会女性部 （古布５袋・靴下１袋）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布５袋・６束）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布４袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆辻　和明 （30,000円）

☆山田　久 （30,000円）

☆大槻　幸雄 （30,000円）

☆須田　巧 （20,000円）

☆道政　賴子 （20,000円）

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

４

月

18日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

26日（火）
受付10：15～ 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

５

月

16日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

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

　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。

その１

健康についての悩みはありませんか？
　町では、健康に関する専門職である保健師・管

理栄養士・歯科衛生士が妊娠期から乳幼児期、成

人期から高齢期まで、あらゆる年代の健康づくり

をサポートさせていただきます。

○相談例

　妊娠・出産・子育てのこと、子どもの成長・発

達、予防接種や病気のこと、お口や歯のケア方法、

病気を悪化させないための運動・食事、メタボを

改善したい、こころの悩みなど。

※相談内容に応じて、より専門的な機関などもご

紹介させていただきます。

○相談先

　平日８時 30 分～ 17 時 15 分

　保健福祉課（３番窓口）電話・来所または家庭訪

問での相談を行っています。気軽にご相談ください。

●問い合わせ先

　保健福祉課保健福祉グループ　☎ 0146・47・2113

静内保健所による健康相談
　静内保健所では、下記の専門相談窓口を開設し

ます。（要予約、相談料無料）

《女性の健康相談》

○内容

　女性特有の健康上の悩みについて、ご相談に応

じます。

○相談例

　妊娠・出産・子育て、思

春期の性、望まない妊娠、

性感染症、更年期症状など。

○日時

　原則毎月第４水曜日

　13 時 30 分～ 15 時 30 分

　※変更になる場合があります。

○予約締切

　実施日の前日まで

●問い合わせ先：静内保健所　☎ 0146・42・0251

★チャイルドランド★
・期　日　①４月14日（木）10時～11時 30分

　　　　 ②５月19日（木）10時～11時 30分

・内　容　①『ふれあいあそび』

　　　　 ②『元気の源～おいしい、

　　　　　　　　　　　　　楽しいごはん』

・申し込み期間

　　　　　①４月 12 日（火）まで

　　　　　②５月 17 日（火）まで

・定　員　① 10 組（０歳～就学前）

　　　　　※２グループに分けて実施

　　　　　②５組程度（０歳～就学前）

★おしゃべりルーム★
・期　日　４月 21 日（木）10時～11時 30分

・内　容　『こどもの日制作』

・申し込み期間

　　　　 ４月 19 日（火）まで

・定　員　10 組（０歳～就学前）

　　　　　※２グループに分けて実施

※新型コロナウイルス感染症の状況により事業

が延期または中止となる場合があります。

●問い合わせ先

　子育て支援センター　☎ 0146・47・4525

子育て支援センターからのお知らせ

心身障害者一般巡回相談のご案内
　一般巡回相談では、北海道心身障害者総合相

談所判定員が相談・判定を行いますので、相談

を希望される方は保健福祉課までお問い合わせ

ください。

○対象者

　18歳以上の方で次のいずれかに該当する方と

そのご家族

①身体障がい者で電動車いすなどの直接判定を

要する補装具の交付を希望する方

②知的障がい者で療育手帳の新規または再判定

を希望する方

○日時

　10 月３日（月）　13 時～ 17 時

　10 月４日（火）　９時～ 17 時

　10 月５日（水）　９時～ 17 時

　10 月６日（木）　９時～ 12 時

○場所

　新ひだか町公民館コミュニティセンター

○その他

　相談に係る提出書類の作成など事前準備があ

りますので、相談を希望される方は７月 29 日

（金）までにご連絡ください。

室蘭児童相談所による巡回児童相談
　巡回児童相談では、育児や成長・発達などの

問題について、室蘭児童相談所の児童福祉司及

び判定員が相談をお受けします。

○対象者

　18 歳未満のお子さんとその保護者

○相談内容

　療育手帳の申請・更新、成長・発達に関する

相談

○日時

　令和４年４月 19 日（火）

　令和４年９月 28 日（水）

　令和５年３月 ８日（水）

○場所

　新冠町役場３階　和室、会議室

○その他

　相談に係る提出書類の作成など事前準備があ

りますので、相談を希望される方は１カ月前ま

でに下記までご連絡ください。

●問い合わせ先

　保健福祉課保健福祉グループ福祉係

　☎ 0146・47・2113

　令和３年９月から令和４年２月にかけ、地域貢献

の一環として、町内の公共施設や道路などの環境整

備に貢献いただき、ありがとうございました。

　実施していただきました地域貢献活動は下記のと

おりです。

令和３年度『地域貢献活動』

事業内容

泉十川狩野線支障木伐採

泉高岡佐々木線支障木伐採

判官館森林公園内浄化槽囲
い設置及び判官館森林公園
内テニスコート入口補修

新冠小学校児童玄関階段
等滑り止め加工

泉神社大森線支障木伐採

新冠川河口の流木除去

朝日小学校駐車場補修整備

節婦市街地の除排雪

団体・会社名

幌村建設㈱

幌村建設㈱

幌村建設㈱

荒井建設㈱
札幌支店

㈱笹田組

ケイセイマサキ
建設㈱

荒井建設㈱
萩原建設工業・
菱中建設JV

㈱小金澤組

㈱梶浦組

期　日

９月 21日
　　22日

９月 29日
～

10月２日

10月４日
～

10月６日

10月30日

12月16日

12月17日
～

12月21日

12月21日

２月 24日
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