
第 52 回新冠町民文化祭のお知らせ
【芸能発表会】

○日　程：10 月 16 日（日）　開場：12 時 30 分～

　　　　　　　　　　　　　 開演：13 時 00 分～

○会　場：レ・コード館　町民ホール

　今年度の芸能発表会は、３年ぶりに観客を動員

しての通常開催となります。

　コロナ禍のため、さまざまな感染対策にご協力

いただくこととなりますが、皆さまのご来場を心

よりお待ちしています。

○出演団体

新冠中学校吹奏楽部、シングシング、ルノールバ

レエグループ、合唱団 Vol、新冠フラサークル、

新冠判官太鼓保存会、市民劇団『ど・こ～れ新冠』、

Glow　Of　Diamonds、ハーモニカサークルハルニ

レ、こまどり民謡会、Snow Drop-S

【総合作品展】

○日　程：令和４年 10 月 21 日（金）～ 23 日（日）

　　　　 10時～ 18時　※ 23日（日）は 16時まで

○会　場：レ・コード館　町民ホール

○出展作品

絵画、陶芸、写真、短歌、華道作品、書道作品、町

内３校在校生作品、認定こども園園児作品、放課

後子ども教室陶芸作品、町内福祉施設利用者作品

※町民文化祭は入場無料です

令和５年新冠町二十歳を祝う式典

のお申し込み
※成人年齢の引き下げに伴い、名称を「成人式」

から「二十歳を祝う式典」へ変更しています。

　令和５年１月８日（日）レ・コード館において、

「二十歳を祝う式典」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

○対象者

　平成 14年４月２日～平成 15年４月１日生まれ

の方で、次の条件を満たす方。

　（1）現在、町内に在住している方

　（2）新冠町出身の方

○開催日時

　令和５年１月８日（日）　12時 00分～

○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名前、②生年月日、③現住所、

④案内状の送付先を社会教育課へお伝えください。

申し込みは家族の方でも構いません。なお、すでに

案内文書が届いている方も、申し込みが必要です。

○申込期限

　令和４年 11月 18日（金）まで

●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

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

☆白藤　知鶴 （バスタオル２袋）

☆武田　ハル （古布３袋）

☆小松　キミ （古布２袋）

☆三好　清子 （古布２袋）

☆ルナ美容室 （タオル１箱）

☆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６袋・タオル１袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆渡邊　研史 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆大雅くん （古切手 300 枚）

☆愛友ちゃん （古切手 300 枚）

☆匿　名 （古布１袋）

☆匿　名 （古布４袋）

☆匿　名 （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

15日（土）
16日（日）
17日（月）

受付時間

　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

25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

11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

14日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

16日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

　次の日程により、贈呈式を挙行いたします

ので、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（木祝）　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　☎ 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

　マイナンバーカードを取得することなどで最

大２万円分のポイントが受けられる「マイナポ

イント第２弾」について、ポイントを受け取れ

るマイナンバーカードの申請期限が９月末から

12 月末まで延長されました。

　マイナンバーカードを取得すると、身分証明

証や保険証として使うことができるほか、さま

ざまな機能が利用できます。

※ご自身で手続きが難しい場合は、職員がサポー

トします。まずはご相談ください。

●問い合わせ先　町民生活課　☎ 0146・47・2112

★チャイルドランド★
・期日　①10月 20日（木）10時～11時 30分

　　　　②11月 10日（木）10時～11時 30分

・内容　①『楽しいサーキット』

　　　　②子育て講座『子どもの成長について』

・申し込み期間

　　　　① 10 月 18 日（火）まで

　　　　② 11 月 ８日（火）まで

・定員　①８組（０歳～就学前）

　　　　②５～６組（０歳～就学前）

★おしゃべりルーム★
・期日　11 月 17 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 15 日（火）まで

・定員　５～６組（０歳～就学前）

●問い合わせ先：子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

マイナンバーカードの
申請期限が年末まで延長

　今年度も４月から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。

　令和４年度上半期に実施していただいた地域貢献

活動は下記のとおりです。

令和４年度上半期『地域貢献活動』

事業内容

町内道路清掃

町民グランド門扉及び倉庫
入口等の補修

ＪＲ鉄路周辺環境整備
（草刈り等）　節婦町①

ＪＲ鉄路周辺環境整備
（草刈り等）　市街地①

道の駅サラブレッドロード
駐車場整備

町道判官館２号線草刈及び
支障木伐採

東町避難階段補修

ＪＲ鉄路周辺環境整備
（草刈り等）　節婦町②

ＪＲ鉄路周辺環境整備
（草刈り等）　市街地②

団体・会社名

新冠建設協会

㈱梶浦組

ケイセイマサキ
建設㈱

㈱出口組
北海土建工業㈱

㈱冠建

ケイセイマサキ
建設㈱

㈱手塚組

ケイセイマサキ
建設㈱

㈱出口組
北海土建工業㈱

期　日

４月 ４日
５日

４月 26日
27日

７月 11日
～ 13日

７月 13日
～ 15日

８月 ８日
９日

８月 30日
～９月２日

９月 17日

９月 20日
21日

９月 29日
～10月１日

　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。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。
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