
寿入浴事業（レ・コードの湯無料入浴券）の拡充
　これまで 75 歳以上の高齢者及び障害手帳所持者に

対し新冠温泉レ・コードの湯の無料入浴券を配布して

きましたが、この度、無料入浴券の交付枚数を増やし、

対象年齢を拡大することと致しましたのでお知らせ

いたします。

・対象者　町内に住所を有する 70歳以上の高齢者、

　　　　及び、障害者手帳所持者（身体、精神、療育）

・交付枚数　年間 36枚

　　　　※すでに平成 29年度の無料入浴券の交付を

　　　　　受けた方については追加で 24枚を交付

・交付日　平成 29年 11 月１日（水）から

・持ち物　寿事業受給資格身分証

　　　　　（写真付きのピンク色又は黄色の身分証）

　　　　※新たに対象となる方は、身分証を作成し

　　　　　ますので、写真、印鑑、年齢確認できる

　　　　　ものをご持参願います。

・申請先　保健福祉課保健福祉グループ福祉係

　　　　　（役場１階３番窓口）

介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）

受講費用の助成について
　町では平成29年度より介護職員初任者研修（旧ホー

ムヘルパー２級課程）を受講する町民の皆さんへ受

講費用の一部を助成いたします。

　本年度中に同研修を受講された方は、平成 30 年３

月 31日迄に下記まで申請願います。

・対象者（①・②いずれも該当する方）

①町内に住所を有する方で、介護職員初任者研修課程

を平成 29年度中に受講された方（28年度以前に受講

された方は対象となりません）

②町税などを滞納していない方

・助成対象経費

　介護職員初任者研修の受講料として助成対象者が

負担した額。テキスト代も含みます。

・助成額

　受講に要した費用の３分の２（上限額５万円）

・問い合せ

　保健福祉課保健福祉グループ福祉係

にいかっぷママさぽ～と制度の拡充
　平成 28年 12 月より、妊婦さんの出産予定日や体調

など、出産に関わる情報を事前に消防署へ登録するこ

とで、必要時に迅速な救急搬送を行うための制度「マ

マさぽ～と 119」を開始しております。

　平成 29 年 10 月からは、この制度を拡充し、「ママ

さぽ～とハイヤー」が利用できることとなりました。

　これは、出産などで家族による出産病院までの送迎

が難しいときに、町内のハイヤーを利用できるよう

になるもので、少しでも不安なくお産に臨めるよう、

当制度をご活用ください。

・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

・届　出　保健福祉課へ届出書を提出してください。

　　　　（届出書は、町ＨＰか保健福祉課窓口へ）

・利用までの流れ

①町への届出の後、ママさぽ～とカードとハイヤー

チケットを交付。

②届出情報を、新冠消防組合と新冠ハイヤーへ提供。

③強いお腹の痛みや張り、出血、破水など、出産に

関わる兆候や母子の健康に関わる体調の変化があっ

た時に出産予定病院へ連絡し、医師や助産師の指示

を確認する。

　救急車での移動が望ましい場合は 119 へ連絡し、自

家用車での移動でも差支えない場合で、家族の送迎

が困難な場合には、直接、ハイヤー会社に連絡して

いただき出産病院へ向かう。

・利用についての注意事項

　ハイヤーの利用は片道１回限りとし、かかった費

用の３割相当額は、自己負担となります。

　支払いについては、後日、町より納付書を送付しま

すので、役場窓口でお支払いください。また、利用

については、ハイヤー会社の営業時間内に限ります。

・問い合せ　保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

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

☆谷口　貞保 （200,000円）

☆小山田　孝義 （なす 30kg）

☆畠山　由紀子 （タオル１箱）

☆木村　千鶴子 （ズッキーニ21本）

☆葛野　弘子 （古布２袋）

☆青木　和美 （衣類２箱）

☆阿部　時雄 （かぼちゃ６個）

☆㈲新生ユートピア牧場 （有精卵 160個）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布6袋）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布７袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆谷口　貞保 （100,000円）

☆竹内　正勝 （50,000円）

☆工藤　章一 （20,000円）

☆鬼海　將芳 （50,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆尾張　スキ子 （古布１箱）

●ボランティア事業に役立ててと

☆工藤　章一 （30,000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

１０
月

14日（土）

15日（日）

16日（月）

①６：30～
②７：30～
③８：30～
④９：30～
⑤ 10：30～

・特定健診
・胃・肺・大腸がん検診
・前立腺がん検診
・肝炎ウイルス検査
・エキノコックス症検査

保健センター

17日（火）

18日（水）
８：15～15：00 脳のＭＲＩ検診 保健センター

18日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

19日（木） ８：15～10：30 脳のＭＲＩ検診 保健センター

24日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

25日（水）
10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

受付 16：00～ 二種混合予防接種 保健センター

１1
月

１日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

６日（月）
10：00～11：30
13：30～15：00

脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

保健センター

節婦生活館

７日（火） 受付13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

８日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾 節婦老人憩いの家

10日（金）

10：00～11：30 母親学級きれい☆ママルーム 保健センター

10：00～11：30
14：00～15：30

脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

泊津生活館

泉生活館

保健福祉課からのお知らせ

　平成30年１月７日（日）に、レ・コード館にて成

人式を開催いたします。出席するには事前の申込みが

必要ですので、出席を希望される方は、期日までに教

育委員会社会教育課へご連絡ください。

・対象者　平成９年４月２日から平成 10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

　平成 30年１月７日（日）　正午から

　※当日受付　10時 30分～ 11時 20分

　※写真撮影　11時 20分～ 11時 40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氏名、②生年月日、③現住所、

④案内状の送付先を、11月 17日（金）までに、教育

委員会社会教育課（レ・コード館）にお伝えください。

　申込みは家族の方でも構いません。なお、既に通

知ハガキが届いている方も、申込みが必要です。

●申し込み・問い合わせ先　

　社会教育課生涯学習グループ（レ・コード館内）

　☎ 0146・45・7833　FAX0146・45・7778

　メール record01@cocoa.ocn.ne.jp

　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（金祝）午前 10時開式

・場所　レ・コード館町民ホール

●問い合せ先：

　総務課総務グループ総務係☎ 0146・47・2497

　町では、町政への理解を深めていただき、開かれた

行政を推進するため、町長が地域に出向き、町民と膝

を交えて意見交換を行う町政懇談会を開催します。

　鳴海町長が各種事業の方向性について説明を行うと

ともに、地域の方々と地域の課題について意見交換を

したいと考えております。開催場所や時間については、

町政事務委託文書などでお知らせいたしますので、多

くの町民の皆さんのご出席をお願いいたします。

　なお、開催についてのお問い合わせなどについては、

企画課広報統計係までご連絡ください。

●問い合せ先：

　企画課まちづくりグループ広報統計係☎0146・47・2498

新冠町成人式の申し込み 平成29年度
新冠町功労賞・善行賞贈呈式

町政懇談会の開催について

その１

●問い合わせ先　保健福祉課保健福祉グループ福祉係・健康推進係　☎ 0146・47・2113

現在町内で営業しているハイヤー会社

・新冠ハイヤー（☎ 0146・47・2141）

　営業時間　月～土曜日：８時～ 24時

　　　　　　日曜日　　：８時～ 22時
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