「ほたるの里夏の SNOW マラニック」の開催について
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地元特産品を食べながら自分のペースで無理なく走ることのできるマラニックを今年度新た
に開催します。当日は町内外から多くの参加者が歩道等を走りますので、皆様のご声援をよろし
くお願い致します。
■開催日時 令和４年７月３０日（土）午前１０時から午後４時
■コ ー ス 市街地、北竜、恵比島、幌新方面
■お問合せ 産業創出課商工観光グループ ☎３５－２１５５

夏休みが始まります。町民・保護者へのお願い

「ぬまた町元気応援商品券【第６弾】」について
コロナ禍において原油価格や物価の高騰により住民生活に大きな影響を与えている中、町は地
域住民の生活支援と負担軽減を図ることを目的とした生活支援緊急対策として、
【第６弾】となる
町内各商店等でご利用いただける商品券を町民皆様に郵送にて順次お配りしておりますので、是
非ご利用下さい。
■配布枚数

お一人につき５００円券を２０枚（１０，０００円分）

■使用期限

令和４年１０月３１日（月）まで

■利用可能店

ポスターのある町内各店舗（店名はＨＰでご確認下さい）

■注意事項

本券で商品を購入してもお釣りはでません。
（この他の注意事項については商品券裏面でご確認下さい）

■お問合せ

産業創出課商工観光グループ

☎３５－２１５５

マイナンバーカード臨時窓口の開設について
住民生活課では、下記のとおり臨時窓口を開設しますので、平日、時間内に役場に来られない
方のマイナンバーカードの交付、マイナポイントの予約、マイナンバーカードに関するご相談等
をお受けいたしますので、是非この機会にお越し下さい。
■場

所

役場１階住民生活課窓口
（健康福祉総合センターふれあい正面入って右側通路直進）

■日

■備

時

考

令和４年７月２４日（日）

午前９時００分～午後３時００分

令和４年８月

２日（火）

午後５時３０分～午後７時３０分

令和４年８月

４日（木）

午後５時３０分～午後７時３０分

令和４年８月２３日（火）

午後５時３０分～午後７時３０分

令和４年８月２５日（木）

午後５時３０分～午後７時３０分

平日は午後６時００分、休日は終日、正面玄関を閉錠いたしますので、ふれあい正
面玄関からお入り下さい。
※来庁する際は、マスクの着用をお願いいたします。

■お問合せ

住民生活課窓口グループ

☎３５－２１１５

沼田町教育委員会及び沼田町生徒指導委員会では、子どもたちの健やかな成長を願い、楽し
く充実した夏休みを過ごすため、町民皆さんの温かいサポートをお願い致します。
夏 休 み 期 間
認定こども園
（１号認定）
小学校
沼田学園

中学校

外出時間

７月２３日
（土）
から
８月１６日
（火）

午後６時まで
午後７時まで

花

火

・必ず保護者同伴でしましょう
・場所、時間を考え、後始末を
しっかりとしましょう。

学園閉庁日 ８月１０日（水）
、１２日（金）
、１５日（月）
この期間の小・中学校の緊急連絡先は教育委員会まで ☎３５－２１３２
■新型コロナウイルス感染症の予防
「手洗いの励行」
「マスクの着用」
「咳エチケット」
「３密を避ける」等の感染予防、及び免
疫力を高めるため「十分な睡眠」
「適度な運動」
「バランスの取れた食事」を心がけるようお願
いいたします。
■スマートフォン
SNS のトラブルや事件が増加しています。スマホの使い過ぎによる身体的、精神面での影
響も指摘されています。ご家庭で子ども達とスマホやゲームについて話し合うことが大切で
す。
■夏型の事故
この時期は、子ども達の行動範囲も広くなりますが、交通事故や水難事故など、子ども達が
事故にあわないよう注意や見守り、声かけをお願いいたします。
■あいさつ運動
家族、友人、身近な人、地域の皆さんと「笑顔で気持ちよくあいさつをかわす」ことができ
る沼田っ子を目指しています。ご協力をお願いいたします。
■お問合せ 教育委員会教育課学務グループ ☎３５－２１３２

キップ・定期券は、
ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。
祝祭日を除く月～金の 7：20～13：40 で販売中です。
※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。
■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０

日曜・祝日当番医のお知らせ

エキノコックス症検診の実施について

◆７月２４日（日）
内科・外科系…北海道中央病院（深川市）
☎２２－２１３５
して人間の体内に入り肝臓に寄生し、約１０年の潜伏期間を経て、疲労感や腹部の違和感、黄疸
歯 科
系…さとう歯科医院（砂川市）
☎０１２５－５３－３７１０
などの症状が現れます。ペットが感染している場合は、糞の処理等で感染する可能性もあります。 ◆７月３１日（日）
内科・外科系…深川市立病院
☎２２－１０１１
手術が唯一の根治的治療であり、早期発見が大切です。
歯 科
系…あむデンタルクリニック歯科口腔外科（芦別市）
■日
時 令和４年８月９日（火） 午後１時１５分～午後 3 時１５分
☎０１２４－２７－７３１３
◆８月 ７日（日）
※予約は不要です。ご都合の良い時間帯にお越し下さい。
内科・外科系…深川市立病院（担当医：深川内科クリニック 院長 山崎充）
■対 象 者 ・小学３年生以上で、過去５年間検診を受けていない方
☎２２－１０１１
・北竜１、北竜２、北竜３、恵比島、幌比里、中央、沼田４にお住まいの方
歯 科
系…E デンタルクリニック（滝川市）
☎０１２５－２４－９４６９
※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。
エキノコックス症は、キツネや犬等の糞に混じって排出されたその虫卵が、食物や水などを介

■場

所

町立沼田厚生クリニック

■料

金

無料

■方

法

血液検査

■結

果

所見があった方のみ１か月以内に連絡いたします。

７月２１日から８月７日までの行事予定
７月２２日（金）

■受診される皆様へお願い
・当日は自宅での体温測定、マスクの着用、クリニック出入口での手指消毒をお願い
いたします。

２３日（土）

・ご本人及び家族について、当日および過去 10 日間に風邪症状のある方、発熱して
いる方、新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者に該当する方は、受診を見
合わせて頂いております。
■お問合せ

保健福祉課健康グループ

☎３５－２１２０

沼田町夜高パトロール隊に「赤色回転灯」が貸与されました
日頃から、「防犯」、「交通安全」の活動に取り組み、子ども達を事件・事故から守るため積極
的に街頭啓発活動に取り組んできた沼田町夜高パトロール隊が、この度深川地域交通安全活動
推進委員協議会より２台の赤色回転灯の貸与を受けました。
公道で赤色回転灯を装着しての走行はできませんが、許可を得た私有地、町有地で停車時に装
着し、より一層、事件・事故防止のため街頭啓発活動に取り組んでまいります。
■お問合せ

夜高パトロール隊事務局

野々宮

宏

☎３５－１１６７

沼田町の定住奨励制度や暮らしの情報が満載です。
ぜひ一度移住定住情報公式サイトを訪問してみて下さい。

移住定住情報公式サイト

場

https://teiju.com/

行事名
元気１００倍！教室
あったまーる
まちなかにぎわいゆういち

時 間
１０：００～
１２：００～
１６：００～

場 所
ふれあい
安心センター
本通３丁目特設会

グランピング教室
９：３０～ ほたる学習館前
みんなの食堂
１１：３０～ 安心センター
ほたる祭り
１７：３０～ ほたる館
２４日（日） マイナンバーカード臨時窓口
９：００～ 住民生活課窓口
ほたる祭り
１７：３０～ ほたる館
２５日（月） 脳トレ教室
１０：００～ ふれあい
２６日（火） 緑町サロン
１０：００～ 緑町コミュセン
２９日（金） 第４８回町民いこいの広場
１０：００～ とむとむ広場
いきいき大学日帰り旅行
１０：００～ ゆめっくる
３０日（土） 第１回ほたるの里夏の SNOW マラニック
１０：００～ 夢未来ほか
サマービールバーティ―
１７：３０～ とむとむ広場
ほたる祭り
１７：３０～ ほたる館
３１日（日） 第３２回北海道ベンチプレス選手権大会
９：３０～ 町民会館
ほたる祭り
１７：３０～ ほたる館
８月 １日（月） のぞみ会
１３：００～ ふれあい
２日（火） マイナンバーカード臨時窓口
１７：３０～ 住民生活課窓口
４日（木） マイナンバーカード臨時窓口
１７：３０～ 住民生活課窓口
６日（土） 第２１回町民パークゴルフ大会
８：３０～ 町民ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
第２９回消防ちびっこ広場
１３：３０～ 役場前駐車場
※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。

