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　次の町道につきましては、冬期間の通行に支障が考えら

れることから、通行止めとしていますので、ご迷惑をおか

けしますが、ご協力をお願いします。

○通行止めの路線

　①岩清水アブカシャンペ線（泉、大森宅～アブカシャンペ橋の間）

　②大富東泊津線（大富、宮下宅～東泊津、赤坂宅の間）

　③大狩部町田金井線（大狩部、渋谷宅～節婦町、川島宅の間）

　④里平新和線１号支線

　⑤共栄３号線（故桑沢宅から河原宅の間）

○通行止めの期間

　降雪時から春先の通行安全を確認した日まで

○その他

　農地での作業や狩猟などでバリケードを開けて通行した

場合には、必ず元の状態に戻してください。

●問い合わせ先： 建設水道課管理グループ　☎ 0146・47・2518

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

町道の冬期間通行止めのお知らせ

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」に役立ててと
☆藤澤　正広 （50,000円）
☆中村　克夫 （古布２箱）
☆木村　千鶴子 （カット布２箱・食用菊２袋）
☆佐藤　順子 （古布２袋）
☆向井　美幸 （オムツ２袋）
☆谷口　君代 （古布３箱）
☆匿　名 （かぼちゃ 60 ㎏）
☆匿　名 （タオル１袋）
☆ルナ美容室 （タオル 100 枚）
☆フラワーつつみ （古布３袋）
☆ボランティアグループあゆみ （カット布６袋・１ケース）
☆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
☆池田　博政 （30,000円）
☆堤　とも子 （100,000円）
☆壁岸　勇作 （20,000円）
☆藤澤　正広 （50,000円）
☆小松　恭子 （50,000円）

●福祉事業に役立ててと
☆柳谷　正 （古布１箱）
☆大雅くん･愛友ちゃん （古切手各500枚）
☆渕瀬　久子 （古布１袋）
☆壁岸　勇作 （古切手１袋）
☆匿　名 （古布６袋）
☆ウエガキ（店頭募金箱） （7,671円）
☆北海道信連（店頭募金箱） （851円）

その1

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

１
月

12日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 東町生活館

17日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

23日（日） 13：00～15：30 母親学級キレイ☆ママパパる～む レ・コード館

25日（火）
受付10：00～ 4・7・12 ヶ月児健康診査

レ・コード館
受付 13：00～ 1歳6ヶ月・3歳児健康診査

２
月

１日（火） 10：00～11：30 離乳食教室 東町生活館

６日（日）
７日（月）

 受付
6：30～11：00

・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
・風しん抗体価検査

東町生活館

14日（月） 13：00～16：30 フッ素塗布 レ・コード館

16日（水） 10：00～12：00 からだリセット講座 町民センター

19 日（土）
受付 8：30 婦人科検診

（乳がん、子宮頸がん検診）
東町生活館

～ 15：00

　新型コロナウイルス感染症の状況により中止及び延

期する場合があります。

　また、その他の事業については開催が決定しましたら、

町政事務委託文書などでお知らせします。

詳細はこちら

とましん LLB 会で「婚活」しませんか？
　町では、苫小牧信用金庫と締結した「地域結婚支援

事業の連携に関する協定」に基づき、結婚を希望する

方の出会いや、きっかけづくりの一環として、苫小牧

信用金庫が運営する「LLB 会結婚相談所」への入会を

推進しています。

■とましん LLB 会結婚相談所って？■

　苫小牧信用金庫が運営する結婚相談所で、専任ス

タッフのサポートのもと、会員同士の「お見合い」に

よる婚活事業を行っています。

【活動実績】

・会員数　男性：331 名／女性：345 名

・お見合い件数　724 件

・婚約／結婚数　 60 組

【 入会申込 】

　LLB 会事務局への申し込みが必要です。

　提出書類の詳細は下記までお問い合わせください。

　（書類の作成・提出はお手伝いします。）

　※入会時に預かり金として 10,000 円が必要ですが

　退会時に全額返金されます

●問い合わせ先
　産業課産業グループ　☎ 0146・47・2183（直通）
　とましんＬＬＢ会結婚相談所事務局
　　　　　　　　　　　☎ 0144・56・5026（直通）

★チャイルドランド★
・期　日　　１月13日（木）10時～11時 30分

・場　所　　レ・コードパーク

・内　容　　「自然体験・そりあそび」

　　　　　　※荒天時は内容を変更し実施

・申込期間　１月 11 日（火）まで

・定　員　　10 組（０歳～就学前）

★おしゃべりルーム★
・期　日　　①１月27日（木）10時～11時 30分

　　　　　　②２月 ３日（木）10時～11時 30分

・内　容　　①「節分制作」

　　　　　　②「手形粘土」

・申込期間　①１月 25 日（火）まで

　　　　　　②２月 １日（火）まで

・定　員　　各 10 組（０歳～就学前）

　　　　　　※２グループに分けて実施

★子育てサークルぴぐれっと★
・期日　２月 10 日（木）10 時～ 11 時 30 分

・内容　『サーキットあそび』

　※申し込みの必要はありません

●問い合わせ先　

　子育て支援センター　☎ 0146・47・4525

学校閉庁日のお知らせ
　町内の小中学校の冬季休業期間中

に学校閉庁日を設けます。これは、

教職員の心身のリフレッシュと休暇

取得促進を図ることを目的とした取

り組みです。

　閉庁期間中、各

学校は職員不在と

なりますので、緊

急時は教育委員会

管理課にご連絡を

お願いします。

〇学校閉庁期間　

令和３年 12 月 29 日（水）～

令和４年１月５日（水）

●緊急連絡・問い合わせ先

　教育委員会管理課　☎ 0146・47・2547

役場窓口・小動物の火

葬業務・国民健康保険診

療所・子ども発達支援セ

ンターあおぞら

　12月 31日～１月５日

レ・コード館・町民セ

ンター・青年の家・子

育て支援センター・町

民スポーツセンター・節

婦体育館・郷土資料館・

新冠老人憩の家・節婦老

人憩の家

　12 月 30日～１月５日

ゴミ収集運搬業務・デ

イサービスセンター・

コミュニティバスメロ

ディ―号

　12月 31日～１月３日

道南バス㈱
詳しくは道南バ

ス㈱のホーム

ページをご覧く

ださい。

ジェイ・アール北海道バス

詳しくはジェ

イ・アール北海

道バスのホーム

ページをご覧く

ださい。

町道の除雪が必要な時
　役場へご連絡くださ

い。警備員が常駐し、担

当者及び除雪委託業者へ

連絡をとり対応します。

道の駅売店

　12月 30日～１月３日

ホロシリ乗馬クラブ

　12月 26日～１月７日

新冠温泉
　通常営業（無休）

新冠郵便局

　窓口12月 31日～１月３日

　ATMは時間を変更して営業

苫小牧信用金庫新冠支店

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

新冠町農業協同組合

　窓口・ATM

　12月 31日～１月３日

ひだか漁協新冠支所

　窓口・ATM

　12月 30日～１月５日

㈱伊藤商会（新冠・新和）

　12月 31日 12時～１月４日

岩倉商事㈱新冠営業所

　12月 31日～１月３日

中山石油㈱

　12月 31日～１月３日

ＪＡ新冠スタンド

　12月31日13時～１月３日

㈱横山運輸

　12月 31日 13時 30分～

１月３日

※年末年始は、営業日

であっても営業時間を

短縮している場合があ

ります。

　詳細については、直

接店舗にお問い合わせ

ください。

年末年始の公共施設などの休業日のお知らせ

金融機関

ガソリンスタンド公共施設等


