
○募集戸数　3戸（2LDK）
○募集期間　5月 15 日（金）～
　6月１日（月）まで
○家賃　月額 17,400 円～
　　　　　　　　　35,900 円
○その他　申込要件等詳細は、町
内回覧文書又は町ホームページ
にてご確認ください。
○申込み・問い合わせ
　建設環境課建築公住係（窓口⑦）
　☎ 65 － 2116

帰省自粛学生支援事業
　町では、新型コロナウイルス感
染拡大防止のために奈井江町への
帰省を自粛している学生を応援す
るため、奈井江のお米を贈呈して
います。
○対象　奈井江町出身者（高校卒
　業時点で奈井江町に住所を有し
　ていた者）で親元を離れて暮ら
　している 18 歳以上 25 歳以下
　の大学生、専門学校生、予備校
　生
○贈呈物　
・奈井江産「特別栽培米ゆめぴり
　か」「ななつぼし」キューブ米（2
　合サイズ）5個セット
・奈井江町オリジナルトートバッ
　ク
○受付期限　5月 31 日（日）
○受付方法　次の事項を入力した
　本人からのメールにより受付。
　kikaku@town.naie.lg.jp
①郵便番号　②住所　③氏名

④現在の学校名　⑤連絡先
⑥メールアドレス
⑦実家の住所及び保護者名
⑧在学していることがわかる資料
　（「学生証の写し」「在学証明書
　の写し」など）
○問い合わせ、申し込み
　企画財政課政策推進係（窓口⑲）
　☎ 65 － 2112

まちづくりチャレンジ補助
金事業を受付中
　地域活性化を目的としたイベン
トや特色ある事業に対して補助金
を交付します !
　申請書や手引き書は、町ホーム
ページで公開しています。
■イベント開始支援型
○対象　※全て該当する団体
①主たる活動の場が町内にあること
②町内在住又は在勤・在学する 5
　人以上の町民組織
○対象事業　※全て該当する事業
①地域活性化に効果的であること
②町内で新規に開催すること
③ 3年間実施することが見込まれ
　ること
○申込期限　6月 30 日（火）
■ガバメントクラウドファンディ
　ング活用開始支援型
○対象　
　町内に主たる事務所を置く団体
又は企業　※個人でも例外あり
○対象事業　※全て該当する事業
①地域活性化につながる特色ある
　事業
②補助対象経費が概ね 30 万円以
　上であること

③希望額に達しなくても実施する
　事業であること
○申込期限　随時募集
○問い合わせ　企画財政課広報協
　働係（窓口⑱）　☎ 65 － 2112

健康診査・がん検診等の申
し込みが始まっています !
　下記の検診は、すでに受付を開
始しています。申し込みは、原則
電話にて承っております。
　詳しくは 4月 15 日に全戸配布
したチラシをご覧ください。
【健康診査・がん検診】
◇検診日　6月19日（金）、20日（土）
◇検診名　胃・肺・大腸・前立腺
　がん検診、結核・肝炎ウイルス
　・エキノコックス症検査・ピロ
　リ菌検査、風しん抗体検査、特
　定・後期高齢者・一般健診
【女性がん検診】
◇検診日　6月 21 日（日）
◇検診名　乳がん・子宮がん検診
○申込締切　5月 29 日（金）
○問い合わせ　町民生活課医療保
　険係（窓口②）☎ 65 － 2113
　保健センター　☎ 65 － 2131

介護支援専門員実務研修受講試験
○試験日　10 月 11 日（日）
○申込書の配布、受付期間
　6月 1日（月）～ 6月 24 日（水）
○申込書の配布場所
　奈井江町地域包括支援センター
　（役場保健福祉課窓口⑥）
○申込み・問い合わせ
　北海道介護支援専門員協会
　☎ 011 － 596 － 0392

運転免許更新時講習
■優良運転者（30分）
○日時　6月 18 日（木）18 時～
○場所　文化ホール
※事前に警察署での手続きが必要
です。
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町営住宅桜ヶ丘団地入居者
の一般公募について

特別定額給付金の申請受付を5月 18日から開始します
5月 15日発送 5月22日（金）から

毎週水・金に振込
○申請書の発送 ○申請方法 ○給付金振込日
　基準日（4 月 27 日）において

住民基本台帳に登録されている方

の世帯主へ送付します。

　審査終了後、準備が整ったものか

ら指定口座に振り込みます。

　感染防止の観点から次

のとおり実施します。

詳細は、申請書の同封書類及び町
ホームページをご覧ください。

企画財政課政策推進係
（窓口⑲）　☎65－ 2112
問

郵送申請 オンライン申請

申込期限は8月 17日（月）まで



日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

ひまわりクラブ
（南町コミュニ
ティ会館）
10 時 ～ 11 時
30 分
対象：65 歳以
上の町民

家族介護を語
ろう会（保セ）
対象：町民
13 時～ 15 時

なかよし広場
（子セ）
10 時 30 分～

行政相談・心
配ごと相談・
介護保険住民
相談（文ホ）
9 時～ 12 時

7 8 9 10 11 12 13
内科
方波見医院
☎ 65 － 2016

歯科（芦別市）
田中歯科医院
☎（0124）
　22 － 8700

いきいきチェ
アビクス教室
（保セ）
10 時 ～ 11 時
30 分

移動図書
（みなクル）
13 時 30 分～

乳児健診・ブッ
クスタート
（保セ）
受付：12 時 45 分
～ 13 時 30 分
対象：3､ 4､ 6、7、
9、10 ヶ月の児

14 15 16 17 18 19 20
内科
町立国保病院

歯科（新十津川町）
ひらやま歯科
☎ 72 － 2323

無料弁護士　
相 談（ 文 ホ ）
13 時 30 分 ～
15 時 30 分

健康診査、胃・
肺・大腸・前立
腺がん検診、肝
炎検査、エキノ
コックス症検査、
ピロリ菌検査、
風しん抗体検査
（公民館）
6 時～

健康診査、胃・
肺・大腸・前立
腺がん検診、肝
炎検査、エキノ
コックス症検査、
ピロリ菌検査、
風しん抗体検査
（公民館）
6 時～

21 22 23 24 25 26 27
乳・子宮がん
検診（公民館）
8 時 45 分～

内科
町立国保病院

歯科（深川市）
きたじま歯科
クリニック
☎（0164）
　26 － 8881

移動図書
（南町・東町
児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（みなクル・
北町児童館）
13 時 30 分～

移動図書
（健寿苑・やす
らぎの家・ごき
げん奈井江）
13 時 30 分～

移動図書
（向ヶ丘生活館）
10 時～

28 29 30
内科
町立国保病院

歯科
アダチ歯科
☎ 65 － 2659

6 月 行 事 予 定 

☆東町児童館　父の日カード作り
　　　　　　　　6月 12 日（金）～ 21 日（日）
☆南町児童館　なわとび練習月間
　　　　　　　　6月 1日（月）～ 30 日（火）
☆北町児童館　なわとび記録月間
　　　　　　　　6月 1日（月）～ 30 日（火）

（役）役場代表 ☎ 65 － 2111
（図）図書館・公民館 ☎ 65 － 5311
（文ホ）文化ホール ☎ 65 － 6066
（保セ）保健センター ☎ 65 － 2131
（病）国保病院 ☎ 65 － 2221
（子セ）子育て支援センター ☎ 74 － 6117
みなクル ☎ 74 － 5574

　新型コロナウ
イルスの感染拡
大により中止及
び延期となる場
合があります。
　最新の情報は
各担当に御確認
ください。

【毎週水・金曜日】
健康運動フロア（保健センター）
対象：20 歳以上の町民

受付： 9時30分～17時（水曜日）
  9時30分～12時（金曜日）
  ※ 19 日（金）はお休み


