
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

☆本間　淳子 （20,000 円）

☆浜坂　富夫 （毛布３枚）

☆奥田　守 （さつま芋 10.5 ㎏）

☆小林　治代 （ｵﾑﾂ１袋・ﾀｵﾙ、古布３箱）

☆木村　千鶴子 （ｽﾞｯｷｰﾆ 11.7kg）

☆遠藤　博文 （タオル４ケース）

☆藤原　則行 （古布１袋）

☆斉藤　艶子 （きゅうり７kg）

☆ボランティアグループちょぼら （カット布６袋）

新冠町社会福祉協議会へ

●香典返しに代えて

☆松尾　要一郎 （30,000 円）

☆匿　名 （50,000 円）

☆斉藤　小百合 （30,000 円）

☆寺岡　伸次 （10,000 円）

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

新冠消防団秋季消防演習
　日高中部消防組合新冠消防団は、秋季消防演習を

行います。

　この演習は、消防団員の技術の向上と士気の高揚

を図り、また、消防活動の充実強化を図ることを目

的に新冠消防団全分団が集結した訓練です。

　会場では消防車両及び消防資機材の展示も行いま

す。

　どなたでも、自由に見学できますので、お気軽に

お越しください。

○期　日

　10月 20日（日）　午後１時～午後３時 30分

○場　所

　消防署新冠支署裏訓練場

○内　容

　新冠消防団「小隊訓練・全分団合同火災防御訓練」

●問い合わせ先

　消防署新冠支署救助係 ☎ 0146・47・2666

学校閉鎖時の緊急連絡について

　「学校敷地内に不審者がいる」「学校

から警報音がきこえる」など週末・夜

間などの学校閉鎖時に異常を発見さ

れた場合は、新冠町役場（電話 0146-

47-2111）まで連絡をお願いします。役

場警備員が担当者と連絡をとり対応し

ます。

●問い合わせ先
　教育委員会管理課　☎ 0146・47・2547

★チャイルドランド★
・期日　① 10月 17日（木）10時～ 11時 30分

　　　　② 11月 ７日（木）10時～ 11時 30分

・内容　①『わらべの会・お茶に親しむ』

　　　　②『子育て講座“おもちゃの選び方”』

・申し込み期間

　　　　① 10 月 15 日（火）まで

　　　　② 11 月 ５日（火）まで

・定員　 各 10 組 ( ０歳～就学前）

★おしゃべりルーム★
・期日　11 月 28 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 26 日（火）まで

・定員　10 組（０歳～就学前）

●問い合わせ先

　子育て支援センター ☎ 0146・47・4525

　令和元年 10 月１日より、消費税率が８％から 10％へ改定となったことに伴い、上下水道料金を改定させてい

ただくことになりました。

　なお、令和元年 11 月請求分の料金（10 月使用分）より、下記の改定料金となりますのでお知らせします。

○新旧対照表（消費税含む）

　【水道料金】

　【下水道料金】

　●問い合わせ先：建設水道課管理グループ管理係　☎ 0146・47・2518

　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（日祝）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

　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。普段なかなか測る

機会のない、体組成計や血管年齢などを測る機械も

各種ご用意しています。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

どはお気軽にご相談ください。

●問い合わせ先：保健福祉グループ健康推進係

　　　　　　　　　　　　　☎ 0146・47・2113

新冠町功労賞・善行賞贈呈式

出前講座はいかがですか？

上下水道料金改定のお知らせ

　令和 2 年 1 月 12 日（日）レ・コード館にて成人

式を開催いたします。出席するには事前申し込みが

必要となります。

○対象者

　平成 11年 4月 2日～平成 12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

　令和２年 1月 12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案内状の送付先を社会教育課にお伝えください。

申し込みは家族の方でも構いません。なお、既に通

知ハガキが届いている方も、申し込みが必要です。

○申込期限

　11月 15日（金）まで

●申し込み・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

新冠町成人式の申し込み

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（火） 13：00～16：30 フッ素塗布 保健センター

16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

21日（月） 13：30～15：30 認知症カフェ（えま茶） えましあ

23日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾③ 節婦老人憩いの家

26日（土）
27日（日）
28日（月）

①６：30～
②７：30～
③８：30～
④９：30～
⑤ 10：30～

・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

保健センター

30日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾④ 節婦老人憩いの家

31日（木）
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

１1
月

１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

５日（火）
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

６日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑤ レ・コード館

８日（金）
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

10日（日） 10：00～15：30 健康まつり レ・コード館

11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

12日（火） 受付 13：10～ ＢＣＧ予防接種 保健センター

13日（水） 10：00～12：00 お喜楽☆おたっしゃ塾⑥ 節婦老人憩いの家

14日（木） 10：00～12：00 からだリセット講座⑦ 保健センター

種　別
基本料金 超過料金

単　位  現行料金 改定料金 単　位  現行料金 改定料金
家事用 ５tまで 1,640 円 1,670 円

１tにつき

255 円 260 円
業務用 10t まで 5,590 円 5,690 円 255 円 260 円
営業用 20t まで 7,050 円 7,180 円 255 円 260 円
営農用 20t まで 4,930 円 5,020 円 100 円 102 円

製造業用 20t まで 7,050 円 7,180 円 100 円 102 円
浴場用 50t まで 9,190 円 9,360 円 153 円 156 円
臨時用 10t まで 7,390 円 7,530 円 511 円 521 円

種　別
基本料金 超過料金

単　位  現行料金 改定料金 単　位  現行料金 改定料金
一般用 ５tまで 860 円 880 円

１tにつき
172 円 176 円

公衆浴場用 10t まで 2,980 円 3,030 円 29 円 29 円
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