
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

☆苫小牧信用金庫 （1,500,000 円）

●老人ホーム「恵寿荘」で役立ててと

☆小山田　あき子 （なす 5kg）

☆斉藤　艶子 （なす 5.5kg）

☆畑中　与治 （古布１箱）

☆木村　千鶴子 （カット布２袋）

☆高橋　百合 （古布３袋）

☆藤原　則行 （古布１袋）

☆葛野　弘子 （古布２袋）

☆ルナ美容室・谷口 啓子 （パン 100個）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布２箱・２袋）

☆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

☆田村　裕子 （30,000円）

●福祉事業に役立ててと

☆尾張　スキ子 （古布１箱）

☆藤原　文子 （古布２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

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

18日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座 保健センター

19日（金） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

23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

24日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③ 節婦老人憩いの家

31日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾④ 節婦老人憩いの家

１1
月

５日（月）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
保健センター

13：30～15：00 節婦生活館

６日（火） 受付 13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

９日（金）
10：00～11：30 脳の元気アップ教室

（認知症予防教室）
泊津生活館

14：00～15：30 泉生活館

14日（水）
10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑤ レ・コード館

13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

～からだリセット講座のお知らせ～
　最近メタボが気になる…という方はいませんか？

6月から夜の部で開催している「からだリセット講座」

ですが、11 月からは昼の部が始まります。様々なプ

ログラムを通して、楽しく若返りを目指しましょう！

子育て中のお母さんにもおススメです。過去に参加

経験のある方や全ての回に参加できない方も大歓迎

です。申込みお待ちしています！

◆日時　平成 30 年 11 月 16 日（金）、12 月 18 日（火）

　　　　平成 31 年 １月 18 日（金）、２月 21 日（木）

　　　　３月 15 日（金）　　10 時 00 分～ 12 時 00 分

◆場所　保健センター（１月 18 日は町民センター）

◆対象　町内に在住する 30 ～ 64 歳の方

（対象年齢以外の方で参加を希望される方は、気軽に

ご相談ください）

◆内容　①血液観察や血管年齢・脳年齢などの各種測定

　　　　②専門家による運動指導や栄養・歯科講座

　　　　③自分に合った目標を決めて生活習慣の改

　　　　善に挑戦！

◆定員　限定 12 名

～出前講座はいかがですか？～
　保健福祉課では、町民・事業者の皆さまを対象と

した出前講座に講師を派遣しております。保健師・

管理栄養士・歯科衛生士などが出向いて、健康に関

する疑問にお答えしたり、日常生活を送るうえでの

アドバイスをお伝えしています。自治会・サークル

などの集まり、地域で主催するイベント、会社の研

修などの企画に、ぜひご活用ください。内容・日程・

時間などはご相談ください。

　●問い合わせ：保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

★チャイルドランド★
・期日　11 月２日（金）　10 時～ 11 時 30 分

・内容　実技講演・楽しい音楽あそび

・申し込み期間

　10 月 19 日（金）～ 10 月 30 日（火）

・定員　15 組

★子育てサークルぴぐれっと★
・期日　11 月８日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内容　ベビーサイン講演会

※ベビーサインとは、上手く話せない赤ちゃんと簡

単な手話やジェスチャーでお話しする育児法です。

・申し込み期間

　10 月 22 日（月）～ 11 月２日（金）

・定員　20 組

★おしゃべりルーム★
・期日　11 月 29 日（木）　10 時～ 11 時 30 分

・内容　ぬいぐるみお泊り会

・申し込み期間

　11 月 16 日（金）～ 11 月 28 日（水）

・定員　10 組

※今月号の広報より子育て支援センターの事業を毎

月掲載していきます。詳しくは、子育て支援センター

までお問い合わせ下さい。

●問い合わせ先

　新冠町教育委員会子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

　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（土祝）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、昨年度に引き続き、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。

●問い合わせ先

　企画課まちづくりグループ広報統計係☎0146・47・2498

子育て支援センターからのお知らせ

平成 30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

　平成 31 年 1 月 13 日（日）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 10年 4月 2日～平成 11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 31年 1月 13日（日）12時 00分から

　※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 16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

　新冠町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

新冠町成人式の申し込み

保健福祉課からのお知らせ

　平成 30 年 11 月１日現在で ｢2018 年漁業センサス

｣を実施します。

　「漁業センサス」は、我が国漁業の生産構造、就業

構造を明らかにするとともに、漁村、水産物流通・

加工業などの漁業をとりまく実態と変化を総合的に

把握することを目的に、統計法に基づいて５年ごと

に行う大規模な調査です。

　10 月中旬から調査員が漁業関係者の方々を訪問し

ますので、調査票に漁業の操業状況などの記入をお

願いします。なお、インターネットを利用したオン

ラインでの回答も可能です。

　「漁業センサス」は、

漁業の現状を知り将来を

考えるための大切な調査

です。ご協力をお願いし

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

漁業センサスにご協力お願いします
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