
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

☆藤原　則行 （古布３袋）

☆斉藤　艶子 （なす 9.3kg）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布14袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆村上　勝弘 （30,000円）

☆成田　義栄 （20,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆植田商店（店頭募金） （3,765円）

☆ＪＡ新冠（店頭募金） （5,478円）

古布の寄贈のお願い
　恵寿荘では、介護で日常的に使用す

る古布の寄贈を受け付けております。

　古着や古シーツなど、使用しなくなっ

たものがありましたら、直接、恵寿荘

にお持込ください。皆さんのご協力を

よろしくお願いいたします。

●問い合わせ：特別養護老人ホーム恵寿荘

☎ 0146・47・2355

役場からのお知らせ
 － Niikappu Town Office Information －

～ダンカン先生が帰国～
　新冠中学校を中心に、小学校や認定こども園で英

語指導助手として勤務してきた、ダンカン先生が任

期を終えアメリカに帰国しました。ダンカン先生の

帰国にあたり、町民の皆さんへメッセージをいただ

いておりますのでご紹介します。

　"When I first came to Niikappu, I knew nobody, 

and could hardly speak Japanese. It was a little 

scary. But, after living here for one year, I've 

made so many friends and great memories. I'll 

always remember Niikappu!" － Duncan”

　「初めて新冠を訪れた時

は、私は知り合いもいなく、

日本語もほとんど話せな

かったので少しおびえてい

ました。しかし、ここに１

年住み、たくさんの友人と

素晴らしい思い出をつくる

ことができました。新冠の

ことは決して忘れません。」

新たにアーサー先生とジェイ・エイ先生が着任
　ダンカン先生の帰国後、新たに２人のＡＬＴが新

冠に着任しました。今後は、新冠中学校と認定こど

も園、新冠小学校と朝日小学校それぞれに１名配置

されます。

　新冠中学校と認定こども園に勤務するのは、アー

サー・ズ―・リウさんで「アーサー先生」と呼んで欲

しいとのことでした。アーサー先生は、アメリカ合衆

国サンフランシスコ出身で、趣味はサッカーとテニス、

日本語はまだあまり得意ではないのでたくさん勉強し

て話せるようになりたいとのことでした。

　また、新冠小学校と朝日小学校に勤務するのは、ジョ

ン アレクサンダー・マルチネス・クイントンさんで

「ジェイ・エイ先生」と呼んで欲しいとのことでした。

ジェイ・エイ先生も同じくサンフランシスコ出身で大

学では剣道部に所属していたことから、新冠でも剣道

を学びながら地域の人と交流したいと話していました。

　今後、小学校も含め英語教育がこれまで以上に重要

になると考えられていることから、教育委員会ではＡ

ＬＴを増員することで、子どもたちに正しい発音を学

ぶ機会や海外の異なる文化を持つ人との交流を図る機

会を確保できるよう環境づくりを行っています。

　　 ジェイ・エイ先生　　　　  アーサー先生

●問い合わせ：教育委員会管理課　☎ 0146・47・2547

～ 10月集団健診のお知らせ～
　今年度の健康診断はもうお済みですか？対象の方

は年に１度必ず、健診で自身の健康状態を確認しま

しょう。

≪日　時≫　10月13日(土)、14日(日)、15日(月)

≪受付時間≫①６時30分～②７時30分～③８時30分～

　　　　　　④９時30分～⑤10時 30分～　

≪健診の種類と対象者≫

○特定健診（健康診査）

　① 40 歳以上の国民健康保険に加入している方

　②後期高齢者医療に加入している方

　　　　　　　　　　　（おおむね 75 歳以上）

　③ 40 歳以上の生活保護を受給されている方

　④ 40 歳以上の社会保険の被扶養者の方

○胃・肺・大腸がん検診　40 歳以上の方

○前立腺がん検診　50 歳以上の方（男性のみ）

〇肝炎ウイルス検査

　40 歳以上で過去に検査を受けたことが無い方

〇エキノコックス症検査

　小学校３年生以上の方（５年に１度の検査）

≪場　所≫保健センター（字中央町）

≪委託先≫北海道対がん協会札幌がん検診センタ―

≪料　金≫今年度、対象の方は全ての健診を無料で

　　　　受けることができます。

※詳細については、平成 30 年 8 月 24 日配布の町政

事務委託文書をご覧ください。

●問い合わせ：保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

新しい外国語指導助手（ＡＬＴ）が着任！

保健福祉課からのお知らせ

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

９
月

19日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑮ 保健センター

20日（木）
21日（金）
22日（土）

 8：15～15：00 脳のＭＲＩ検診 保健センター

27日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座 保健センター

１０
月

３日（水） 受付15：45～ 二種混合予防接種 保健センター

10日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾① 節婦老人憩いの家

11日（木） 13：30～15：00 離乳食教室 保健センター

12日（金）
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

13日（土）
14日（日）
15日（月）

①６：30～
②７：30～
③８：30～
④９：30～
⑤ 10：30～

・特定健診
・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

保健センター

15日（月） 13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

17日（水）
10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾② 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

　新冠町文化協会主催による第 49 回新冠町民文化祭

が開かれます。

　町民文化祭は、芸能発表会と総合作品展の２つに分

かれており、10月 21 日の芸能発表会では町内で活動

する文化団体や子どもたちのサークルによるステー

ジ発表、10月 26 日から 28 日までの総合作品展では、

書道などの作品のほか、こども園や小学校などで制

作された作品が展示されます。

　皆さんも、町内の文化サークルの活動を見て、新

しい趣味を始めるきっかけにしてみませんか？

・日　程

　芸能発表会　10月 21 日（日）

　総合作品展　10月 26 日（金）～ 28日（日）

・場　所

　レ・コード館町民ホール

●問い合わせ先

　社会教育課社会教育グループ

    ☎ 0146・45・7600

第 49回新冠町民文化祭芸能発表会・総合作品展

　この交付金は、発電用施設の周辺地域における公

共施設の整備の促進により、交付される交付金であ

ります。

　平成30 年度の交付金額は 21,490,000 円で、新冠町

立国民健康保険診療所の看護師などの人件費に活用

されます。

●問い合わせ：国保診療所　☎ 0146・47・2411

　町では、10 月１日現在で住宅・土地統計調査を実

施します。

　この調査は、５年ごとに実施され、住生活に関す

る最も重要な調査で、全国約 370 万世帯の方々を対

象とした大規模な調査です。

　対象地区は、本町・北星町・緑丘・古岸・共栄の一

部となっており、調査期間中、統計調査員が調査書類

を配布いたします。調査への回答は、インターネット

での回答又は紙の調査票での回答をお願いします。

　調査の趣旨をご理解いただき、調査へのご協力を

お願いいたします。

●問い合わせ：企画課まちづくりグループ広報統計係

　　　　　　　　　　　　　　　 ☎ 0146・47・2498

平成30年度電源立地地域
対策交付金事業について

平成 30 年住宅・土地統計調査
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