「旭寿園アシスタント」を募集します
町特別養護老人ホーム「旭寿園」では、
「旭寿園アシスタント」を募集しています。旭寿
園内のお部屋の掃除や洗濯、ベッドメイキング、食事の配膳・下膳、物品の補充、利用者
とのコミュニケーションなど身体介助以外の業務で、ボランティアではなく、働いた時間
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の賃金をお支払い致します。
■対象者
高校生・中高年齢者・子育て世代など多様な世代
※年齢性別は問いません。

沼田町がんばる高校生応援手当の申請受付について
町では、独自の施策として、がんばる高校生を応援し、未来の沼田を担う人材育成を進め

■勤務時間
８：００～１８：００の間で、
「１日１時間」
、「土日のみ」
、
「短期間」
でも可能です。

るとともに、子育て環境の向上を図るため、高等学校又は高等専門学校等に就学する生徒の

■賃金

保護者等に対して「がんばる高校生応援手当」の交付を行いますので、該当の方は下記によ

■お問合せ 特別養護老人ホーム旭寿園

時給８３１円

り申請手続をお願いいたします。
■対 象 者

エキノコックス症検診を受けましょう

高校１～３年生（高等専門学校等も含む）の保護者（沼田町に住所を有する方）
※昨年申請された方も、高校等在学中３年間は毎年申請が必要になります。
※４年以上在学されても３年間が限度です。

■交 付 額

高校生等一人あたり月額 10,000 円

■交付方法

年 2 回交付（口座振込）
（4 月～9 月分（60,000 円/人）を 9 月末日まで、10 月～3 月分（60,000 円
/人）を 3 月末日までにそれぞれ交付します。
）

■申請場所 住民生活課

移住定住応援室（役場１階）までお越し下さい。

（備え付けの申請書に記入して頂きます。）
■受付時間 月～金曜日（祝日を除く）

8：45～17：15 まで

■申請に必要なもの
・印鑑
・在学証明書（在学する高等学校等から証明書の交付を受けてください）
・通帳（名義人のフリガナ、金融機関・支店名、口座番号が記載されている面
のコピー可）
※口座は保護者（申請者）名義のものに限ります。
■受付期間 平成３０年８月 1 日（水）～ 平成３０年 8 月３１日（金）まで
■お問合せ 住民生活課

移住定住応援室

☎３５－２１１５

沼田町内の土地住宅情報など、沼田で暮らすための情報が満載です。
是非一度移住定住ブログを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

☎３５－２６１１

http://teiju.com/

エキノコックス症は、エキノコックスという名前の寄生虫が主に肝臓に寄生しておこる
病気で、道内では毎年１０数名の患者が見つかっており身近な感染症です。早期発見のた
めに、5 年に 1 度は必ず検診を受けましょう。

エキノコックス症検診について
■対象者
■日 時
■場 所
■料 金
■方 法

①小学３年生以上で、過去５年間検診を受けていない方
②市内 1 東、市内 1 南、市内 1 北、緑が丘、沼田 1、沼田 3 地区にお住まい
の方※高校生以下の方の受診は、必ず保護者の同伴をお願いします。
８月 7 日（火）１３：１５～１５：１５
※予約は不要です。ご都合の良い時間帯に直接受診して下さい。
町立沼田厚生クリニック 沼田町南１条１丁目８番２５号
無料
血液検査（採血のみなので、短時間で終わります。）

エキノコックス症の特徴
①キツネ・犬の体内から糞として排出されたエキノコックスの卵が口に入ることで感染し
ます。(キツネ等の感染した動物の糞に汚染された野生の山菜、果実、沢水からも感染
します。）
②卵は肝臓で虫となり寄生するため、感染に気づきません。
（感染から自覚症状が出るまでに数年～10 数年かかります。）
③疲れやすい、腹部の違和感、黄疸等の症状が出る頃には、すでに悪化していることが多
いです。
④手術が唯一の根治方法です。
⑤キツネのほか、野ネズミ、野ウサギ、さらには、犬等のペットへの感染も確認されてお
り、身近な感染症です。
■お問合せ

保健福祉課 健康グループ

☎３５－２１２０

平成３０年７月豪雨災害への義援金にご協力を！
西日本を中心とする豪雨災害で被災された方々の支援を目的に、日本赤十字社沼田町分
区では、町内の各施設に「義援金箱」を設置しています。
義援金は、日本赤十字社を通じて被災地にお届けいたしますので、皆様のご協力をお願
いいたします。

夏休み～町民・保護者の皆様へのお願い
沼田認定こども園（１号認定）
、沼田小学校、沼田中学校は、７月 26 日（木）～８月 19
日（日）までが夏休み期間です。
各学校の外出時間は下記の通りとなっています。それ以降は保護者が同伴することになっ
ていますが、カラオケボックス・マンガ喫茶・インターネットカフェなどは保護者同伴であ
っても夜間の入場が禁止されています。

■設置施設
◎役場庁舎１階窓口

◎健康福祉総合センター１階窓口

◎暮らしの安心センター

◎まちなかほっとタウン 物産サービスセンター

子どもたちの楽しい夏休みのため、また健やかな成長のため、町民・保護者の皆様の温か
いサポートをお願いいたします。
外出時間

〔災害への備えは大丈夫ですか？〕

こども園（１号認定）

17：00 まで

※いざという時のために日頃から備えを万全にしておきましょう。

小 学 校

18：00 まで

本年７月に発生した西日本を中心とする豪雨災害により、多くの方々が被災し、避難生

中 学 校

19：00 まで

花

火

必ず保護者
同伴で行う

カラオケボックス等

園児・小・中学生のみでは禁止
（保護者同伴の場合は１８：００まで）

活を余儀なくされています。
災害はいつ発生するか予測ができず、尊い命をいとも簡単に奪い去っていきます。
これは決して他人事ではありません。
日頃から、いざという時のために非常持出品などを備えておくようにしましょう。
皆さまのご家庭に「防災のしおり」を配布しています。
いつでも見られるような場所に保管しておきましょう。
※災害のときこそ「地域の絆」。行政区や町内会でも防災活動について話し合いましょう。
もしもの時に、一番頼りになるのは「地域での助け合い」
。
「自分たちの地域は自分たちで守る」といった意識と連携が、災害時において大きな力
になります。
※大雨や河川の増水が予想される場合には！
※停電に備え、携帯ラジオ、電池の準備をしておきましょう。
②気象情報をチェック。
※気象情報を確認し、防災無線などの呼びかけを聞き逃さないよう注意しましょう。
③早めの避難準備。（平常時から備えを。
）
※避難に備えて、非常持出品の準備をしておきましょう。
④すみやかな行動を。
※避難勧告などが発令されたら、すみやかに指定避難所に避難しましょう。
総務財政課

総務グループ

ス連合会の自主規制基準が定められています。
町民・保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
■お問合せ 沼田町生徒指導委員会・教育委員会

☎３５－２１３２

「メールぬまた」登録受付中です！
「メールぬまた」は非常災害など緊急事態の情報を携帯電話等で受信できるサービスです。
随時登録を受け付けておりますので町民皆様方の登録をお願いします。
1.numata_info-1@req.jp へ本文、件名を空白にして送信してください。

①ラジオ、電池の備えを。

■お問合せ

１６歳未満のカラオケボックス入場は、１８：００までと、日本カラオケボック

☎３５－２１１１

(ＱＲコード対応機種をお持ちの方は、右のコードを読み取ると便利です。)
2.送信後に送られてくる〔メールぬまた登録手続きご案内〕の URL をクリックしてください。
3.登録画面にて必要事項を入力し、送信してください。〔ご登録ありがとうございます〕と
いうメールが届けば登録完了です。※利用者の方で機種を変更した場合やメールアドレス
が変わった場合、迷惑メール防止設定をしていると受信できない場合がありますので、設
定をご確認下さい。また、ご不明な点がございましたら下記までお問合せ下さい。
■お問合せ 総務財政課

広報情報グループ

☎３５－２１１１
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警察官採用試験について
北海道警察官募集中！～夢、今叶えるとき～
■平成 30 年度第２回北海道警察官採用試験実施日程等
○ 採用予定人員 200 名程度
男性Ａ区分
45 名程度、女性Ａ区分 10 名程度
男性Ｂ区分 110 名程度、女性Ｂ区分 35 名程度
○ 受 付 期 間 ７月２日(月)～８月 24 日(金)
○ 第１次試験日 ９月 17 日(月・祝)
○ 第２次試験日 10 月中旬～11 月上旬
■やりがいのある仕事！
北海道警察の仕事は多種多様で、どんな仕事にもやりがいがあります。
北海道のために働きたい、困っている人を助けたい方、是非受験してみませんか。
■様々な知識、資格が役に立つ！
学生時代に学んだ知識、資格等を生かすことが可能です！
語学が得意な方、パソコンが得意な方、車の運転に自信がある方、山登りが趣味の方、
手話ができる方･･･などなど、ありとあらゆる、知識、技能、趣味が北海道警察で役立ち
ます！！
あなたの個性を生かせる仕事、やりたい仕事が必ず見つかります。
■仕事もプライベートも充実！
警察官は、日夜、道民の安全・安心を守る仕事をしているため、北海道内の他の公務
員より高い給料形態になっています。
また、年次有給休暇や特別休暇等のお休みも充実。
仕事も私生活も充実させたい方々は、是非！！
■一緒に北海道の安全安心を守りましょう！
大切な家族のため、故郷のため、一緒に北海道の安全と安心を守りましょう。
■北海道警察ホームページをチェック！
詳しくは、北海道警察ホームページをご覧ください。
■お問合せ

深川警察署

沼田警察庁舎

☎０１６４－３５－３１１０

日曜・祝日当番医のお知らせ
◆７月２９日（日）
歯

科

系…きたじま歯科クリニック（深川市）

☎２６－８８８１

内科・外科系…深川市立病院

☎２２－１１０１

（担当医：たかはし内科消化器内科院長
◆８月
歯

高橋公平）

５日（日）

科

系…あさひ歯科クリニック（滝川市）

☎０１２５－２２－００３３

内科・外科系…深川市立病院

☎２２－１１０１

◆８月１１日（土・祝）
歯

科

系…もじり歯科クリニック（赤平市）

☎０１２５－３２－１１８１

内科・外科系…斎藤整形外科医院（深川市）

☎２３－３７３７

◆８月１２日（日）
歯

科

系…Ｅデンタルクリニック（滝川市）

☎０１２５－２４－９４６９

内科・外科系…深川市立病院

☎２２－１１０１

７月３１日から８月１０日までの行事予定
行 事

名

７月３１日（火）

半日総合健診

８月

講談社おはなし隊

２日（木）

時

間

７：３０～

場

所

旭川がん検診センター

１５：００～

ゆめっくる

３日（金） こども人形劇

１３：００～

ゆめっくる

６日（月） のぞみ会

１３：００～

ふれあい

７日（火）

いきいき大学「見学旅行」

９日（木） 乳幼児健診
１０日（金）

高齢者元気１００倍！教室

教育委員会ブログ
沼田町教育委員会ブログ

８：３０～

三笠市ほか

１１：４５～

ふれあい

１０：００～

ふれあい

各種事業の取組や、お知らせなどを掲載して
います。どうぞご覧ください。

検 索

URL http://blog.canpan.info/numakyoui/

スマホは
QR コードから

