
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

☆尾張　スキ子 （古布１箱）

☆木村　千鶴子 （古布１袋）

☆新田　ヒデ （古布２袋）

☆匿　名 （タオル１箱）

☆ボランティアグループあゆみ （カット布４束）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布５袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆鹿野　慎二 （50,000 円）

☆浅野　正 （50,000 円）

●福祉事業に役立ててと

☆Niikappu sweets marche みると 

（ｺｰﾋｰ販売の売上 11,273円）

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

～妊婦情報事前登録制度

『にいかっぷママさぽ～と』について～

　町では、妊婦さんの出産予定日や体調など、出産に関

わる情報を消防署へ事前登録し、必要時に迅速な救急搬

送を行う『にいかっぷママさぽ～と１１９』を行ってい

ます。

　また、出産の際に家族による送迎が難しいときに、町

内のハイヤー会社を利用できる『にいかっぷママさぽ～

とハイヤー』も併せて行っております。

　少しでも不安なくお産に臨めるよう、対象の方は当制

度をご活用ください。

〇対象者：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

〇届出方法：保健福祉課へ届出書を提出してください。

※届出書は保健福祉課窓口か町ホームページからダウン

ロードできます。

　詳細につきましては、保健福祉課保健福祉グループ健

康推進係までお問い合わせください。

●問い合わせ先：保健福祉課保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

～新冠町プレミアム付

商品券購入申請受け付け中！～
○商品券の内容

　対象の方１人当たり「総額 25,000 円分の商品券を

20,000 円」で購入できます。

○対象者

①令和元年度住民税非課税者

　申請が必要ですので、希望される方は町民生活課

にて手続きをお願いします。

②平成 28 年４月２日～令和元年９月 30 日生の子が

いる世帯の世帯主

　申請は不要です。対象者全員に９月下旬に購入引

換券を送付します。

　※上記のどちらか一つに該当する方が対象

○商品券の購入方法

①決定となった方に対し、

９月下旬から随時、購入引

換券を送付します。

② 10 月１日から、役場に

購入引換券を持参すること

で商品券が購入できます。

※購入は現金のみで、分割

購入が可能です。

○取扱商店

　町内にある事業所で利用できるよう検討していま

すので、決まり次第、改めてお知らせします。

～児童扶養手当の受給者は

８月中に届出が必要です～
　児童扶養手当は、ひとり親家庭などの生活の安定・

自立促進に寄与することにより、その家庭において

養育されている子どもの福祉増進のために支給され

る手当です。

　婚姻の解消や配偶者の死亡によりひとり親となり、

子ども（18歳に達する日以後の最初の３月 31日まで、

障がいがある場合は 20 歳未満まで）を監護する母や

父などに支給されます。

〇提出書類

・児童扶養手当現況届

　【全ての受給者】

・一部支給停止適用除外事由届

　【次の①～④に該当する方】

①支給開始月から５年を経過する予定の方（※）

②支給要件に該当した日の属する月から数えて７年

を経過する予定の方（※）

③認定請求時に児童が３歳未満だった場合は、児童

が３歳に達した日の属する月の翌月初日から数えて

５年を経過する予定の方（※）

④既に上記①～③の期間を経過した方

※令和元年８月から令和２年７月までの間に期間を

経過する方が対象です。

※提出がない場合は手当額の一部又は全部が停止さ

れる場合があります。

●問い合わせ先：町民生活課町民生活グループ社会係

　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2112

町民生活課からのお知らせ

　８月は、北方領土返還要求運動強調月間です。

　北方領土問題の解決のためには、領土返還に向け

た外交交渉の展開を強く要望する道民世論の結集が

何よりも必要となります。

　1人 1人の返還に向けた思いを結集し、北方領土の

返還を実現するため、多くの方々の署名へのご協力

をお願いします。

〇署名コーナーの設置期間と場所

・期　間　８月１日～ 30 日

・場　所　役場庁舎１階ロビー

●問い合わせ先

企画課まちづくりグループ企画係

　　　　　　　☎ 0146・47・2498

北方領土返還要求運動強調月間　署名コーナー設置のお知らせ

北方領土マスコット

「エリカちゃん」

「９月25日」は献血にご協力を
　400ml 献血は、患者さんの輸血副作

用を軽減することにつながることから

需要が増えています。400ml 献血への、

皆さんのご協力をお願いいたします。

・日時：９月25日（水）

・場所：農協前　10時～ 11時 30分

　　　　役場前　13時～ 16時 00分

●問い合わせ先

　町民生活課　☎ 0146・47・2112

★おしゃべりルーム★
・期日　①８月 22 日（木） 10 時～ 11 時 30 分

　　　　②９月 19 日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　①『水あそび』

　　　　②『秋の散歩』

　　　　※②集合場所：スポーツセンター前駐車場

・申し込み期間

　　　　①８月 20 日（火）まで

　　　　②９月 17 日（火）まで

・定員　 各 10 組 ( ０歳～就学前）

★チャイルドランド★
・期日　９月 ５日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　『びっくり箱の読み聞かせ』

・申し込み期間

　　　 ９月 ３日（火）まで

・定員　10 組（０歳～就学前）

※今年度に限り支援センターはドレミ玄関を

入った左側のみかん組に移動しています。

●問い合わせ先

　子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

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

８
月

19日（月） 13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

21日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑪ 保健センター

23日（金） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

26日（月） 13：00～15：30 母親学級キレイ☆ママる～む 保健センター

27日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

保健センター
受付 12：45～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

28日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑫ 保健センター

９
月

２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

14：00～15：30 節婦生活館

４日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑬ 保健センター

５日（木） 18：00～20：00 からだリセット講座⑤ 保健センター

６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

９日（月）

10：00～11：30 脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

大富生活館

14：00～15：30 新和生活館

13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

10日（火） 受付 13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

11日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑭ 保健センター

12日（木）  8：15～16：30
脳のＭＲＩ検査 保健センター

13日（金）

 8：15～16：30

10：00～11：30 脳の元気アップ教室
（認知症予防教室）

緑丘生活センター

14：00～15：30 おうるの郷

子育て支援センターからのお知らせ
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