
庄内町
からのお知らせ

余目第一公民館
成人講座

カレイドフレーム講座
　刺繍用枠を使ったフラワーアレ
ンジメントです。
●日時：10/15㈫ 19:00～20:30
●場所：余目第一公民館
●講師：五十嵐沙依氏

（HanaGoro～はなごろ～）
●参加料：1,500円（材料代）
●定員：15人（先着順）
●申込期限：10/8㈫

ちりめん細工講座
　ちりめんを使って「ねずみと宝
袋」を２日間で作ります。
●日時：10/14（月・祝）、10/19㈯ 
　　　　13:30～16:30
●場所：余目第一公民館
● 講師：梅木美枝氏（日本玩具博

物館　ちりめん細工認定講師）
●参加料：1,650円（材料代）
●定員：15人（先着順）
●申込期限：10/1㈫
■問・申込み：余目第一公民館
　　　　　　  ☎0234-42-2019

庄内南部・北部がん検診受診
向上対策キャンペーン

　クイズ参加者には景品のプレゼ
ントがあります。みなさんぜひお
越しください。
●日時：10/5㈯ 10:00～16:00
●場所：イオンモール三川
● 内容：①がん検診に関する簡単

クイズ②測定機器による無料健
康チェック③がん情報に関する
ポスター、パネル展示④がん検
診に関する相談および健康相談

※参加無料
※ 庄内南部・北部定住自立圏形成

協定事業
■問合せ：保健福祉課健康推進係
　　　　　☎0234-56-2904

休日に子宮頸がん検診、
乳がん検診を追加実施します

　今年度の健康診断の日程はすで
に周知していますが、休日に子宮
頸がん検診、乳がん検診を追加実
施します。すでに申込みされてい
る方でも申込内容の変更が可能で
すので、受診希望の方は連絡をお
願いします。
●日時：
　①10/5㈯ 13:00～

（12:00～12:30受付）
　②10/20㈰ 9:00～
　　　 　　 （8:00～8:30受付）
● 定員：①各７人②各８人
●場所：庄内検診センター
●対象：
【 子宮頸がん検診】令和２年３月

31日現在で20歳以上の方
【 乳がん検診】令和２年３月31

日現在で40歳以上の偶数年齢
の方

※ 奇数年齢の方で昨年度乳がん検
診未受診の方は受診できます。

●申込期間：9/24㈫～9/27㈮
※定員になり次第締切
■ 問・申込み：保健福祉課健康推

進係
　☎0234-56-2904、42-0148

お金のトラブル
なんでも無料相談会

　借金問題、相続・財産問題から
悪徳商法・契約トラブルなどのご
相談について、行政書士や消費生
活アドバイザーが解決策を見つけ
るお手伝いをさせていただきます。
　個人情報や秘密は厳守しますの
で、安心してご相談ください。
●日時：10/12㈯ 9:30～12:00
●場所：響ホール
※予約不要、受付順
■問合せ：環境防災課危機管理係
　　　　　☎0234-56-2227

あそぼの日
おはなしでてこい！

●日時：10/4㈮ 10:00～11:00
●場所：余目第二公民館
● 対象：０～４歳くらいのお子さ

んとお家の方
● 内容：おはなしらんどポップコ

ーンさんによる「おはなし会」
●申込期限：10/3㈭
■�問・申込み：子育て支援センタ

ー☎0234-42-2268

親子ふれあいわくわくコンサート
ボランティアスタッフ大募集

　親子ふれあいわくわくコンサー
トの準備から当日までをサポート
＆盛り上げてくれるボランティア
スタッフを募集します。一緒にコ
ンサートを盛り上げましょう。
●日時：10/20㈰ 8:30～11:30
●場所：余目第二公民館
●対象：高校生以上
●申込期間：9/20㈮～10/15㈫
■�問・申込み：子育て支援センタ

ー☎0234-42-2268

在宅酸素療法者助成
医療機関通院交通費助成

４月分から９月分までの受付を行
います。

在宅酸素療法者助成
● 対象：呼吸器機能障害による身

体障害者手帳（1級及び2級を除
く）を所持し、医師の処方によ
り在宅酸素療法を行っている方

● 提出書類：支給申請書（入院や
施設入所等の療法休止期間を伺
います）

※以下は新規の場合のみ必要
　登録申請書、使用指示書（医療
機関の証明が必要）または使用証
明書（機器業者の証明が必要）

【共通事項】
●提出期限：10/3㈭必着
● 持ち物：身体障害者手帳、印鑑
※ 前回該当した方には既に書類を

送付しています。新規で助成を
受ける方は、余目保健センター
にて予め書類を受け取り、医療
機関か機器業者より証明を受け
てください。

■�問・提出先：保健福祉課福祉係
☎0234-42-0146

医療機関通院交通費助成
●対象：次のいずれにも該当する方
　 ① 人工透析療法を受けるため、

医療機関に交通機関（自家用
車を含む。医療機関の送迎車
は除く）を利用して通院して
いる方

　 ② 本人及び同居生計中心者の平
成30年分所得税非課税世帯の
方（19歳未満の扶養者の計算
については平成22年分以前の
計算方法を適用）

　 ③ 生活保護法等他の法令により
通院交通費の給付を受けてい
ない方

● 提出書類：申請書（自家用車の
場合は、片道の距離が必要）、
医療機関通院報告書（通院先医
療機関での証明必要）等

カートソレイユ最上川
町民カートタイムトライアル

●日時：9/29㈰ 10:00～15:00
　①10:00～　②11:00～　　
　③12:00～　④13:00～
　⑤14:00～
　※ ①～⑥の中からお好きな時間

帯をお選びください。（各時
間帯６人まで）

●場所：カートソレイユ最上川
●募集人数：先着30人
●�対象：庄内町民（身長145cm

以上、初心者大歓迎）
● 内容：ふるさと応援寄付金で購

入した最新カートを活用し、参
加者でラップタイムを競います。
上位入賞者には賞品も！

●料金：1,000円（保険料込）
■ 問・申込み：カートソレイユ最

上川☎0234-42-2282
　商工観光課観光物産係
　☎0234-42-2922

庄内平野開拓の祖「北館大学
ゆかりの地」を歩きます

●日時：10/20㈰ 8:30集合
●集合場所：ウィンドーム立川
●�内容：北館大学ゆかりの地を巡

って約10㎞位歩きます。
　※途中山道あり。
　※小雨決行、大雨中止
　（中止判断は前日に行います）
● 費用：1,000円（傷害保険、昼

食、資料代ほか）
　※別途電車代190円
●定員：先着20人
●申込期限：10/10㈭
● 主催：風車村エコランド実行委

員会
●後援：最上川土地改良区
■ 問・申込み：風車村エコランド

実行委員会事務局（ウィンドー
ム立川内）☎0234-56-3361

保育園園開放　　

　対象は０歳から満４歳までの未
就園児と保護者です。お家の方の
都合に合わせてお越しください。
　この機会にぜひ保育園に遊びに
来てみませんか？
<狩川保育園>
　保育園の園庭で園児と一緒に遊
びませんか
●日時：10/25㈮ 9:30～11:00
■問合せ：狩川保育園
　　　　　☎0234-56-2436
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<余目保育園>
　期間中に絵本や
紙芝居、歌などの
イベントもありま
す。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
●日時：10/7㈪～10/11㈮
　　　　9:30～11:00
■問合せ：(福)和心　余目保育園
　　　　　☎0234-43-2308

申込み不
要！

参加費無
料！

カートソレイユ最上川
キッズカートスクール

　ふるさと応援寄附金で購入した
キッズカートを活用し、小学１年
生～小学３年生までの子どもたち
（身長100cm～130cm程度）に
カートの楽しさを味わってもらい
ます。
●日時：10/13㈰ 9:30～11:30
●定員：先着親子3組
●料金：１回2,000円（親子）
※ 全３回の講習を実施し、修了後

カートを１人で楽しめるように
なります。

※ ２回目以降の講習は、１回目の
受講者のみにご案内します。

■ 問・申込み：カートソレイユ最
上川☎0234-42-2282

　商工観光課観光物産係
　☎0234-42-2922

庄内町くるま座トーク
ご活用ください！

　町民のみなさんが自ら企画し開
催する座談会や学習会等に、町の
職員を派遣します。
● 対象：町内に在住・在職または

在学する５人以上の方で構成さ
れた団体等

● 時間：午前９時～午後９時の２
時間以内

●場所：町内に限ります
● 費用：職員等の派遣料は無料で

す。ただし、会場使用料や材料
費など、くるま座トークに要す
る費用は、開催する団体等で負
担願います。

■ 問・申込み：企画情報課情報発
信係☎0234-42-0157
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※2019年４月より、本庁舎は「役場」、立川庁舎は「立川総合支所」と表記しています。


