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令和元年 11月 8日発行（次号 11月 25日） 

編集：総務課（担当：二川 智南美 33-6002） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 お知らせ版 No.2 

下記日程にて子宮頸がんの集団検診を実施します。検診を申し込まれた方については、受診票等

をお送りしています。お申し込みがお済みでない方で、受診を希望される方は、いきいき健康課ま

でご連絡ください。 

なお、個別検診については、いきいき健康課で受診券を発行しています。希望される方は、いき

いき健康課までお越しください。 

 

○対象者 

２０歳以上の女性 

 

○検査項目 

・細胞診検査（子宮頸部の細胞をやわらかいブラシで擦り取り、 

がん細胞がないか調べます。） 

・ＨＰＶ検査（子宮頸がんの原因であるウイルスに感染している 

かを調べます。） 

※ＨＰＶ検査は、２５歳から３歳刻みの方が対象になります。 

（２５歳、２８歳、３１歳、３４歳、・・・） 

 

○検診料金 

 
20～64歳 65歳以上 

HPV検査対象者 HPV検査対象外 HPV検査対象者 HPV検査対象外 

集団検診 2,000円 1,000円 無料 無料 

個別検診 3,000円 2,000円 × × 

 

○日程 

子宮頸がん検診 受付時間 場所 

1 令和元年 11月 21 日 木 
 ９：００～１０：３０ 

保健相談センター 
１３：１０～１４：００ 

2 令和元年 11月 25 日 月 
 ９：００～１０：３０ 新田公民館 

１３：２０～１４：００ 上新田公民館 

3 令和元年 11月 26 日 火 
 ９：００～１０：３０ 上新田公民館 

１３：２０～１４：００ 新田公民館 

4 令和元年 11月 29 日 金 
 ９：００～１０：３０ 新田公民館 

１３：１０～１４：００ 保健相談センター 

5 令和元年 12月 2日 月 
 ９：００～１０：３０ 

保健相談センター 
１３：１０～１４：００ 

 

子宮頸がん検診のお知らせお知らせ 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）比
ひ

惠
え

島
じま

晶
あき

☎33-6059 
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〈 放し飼いをせず、室内飼育を心がけましょう 〉 

 放し飼いにより、近隣住人の家をフン・尿で汚したり、物を壊してしまったり、迷惑をかけてし

まうことがあります。交通事故や、他のねことの接触による感染症を防ぐためにも、完全室内飼

育をするようにしましょう。ねこ用のタワーを設置するなどして高いところへ登れるようにし、

安心して隠れることができる場所を用意して、飼い主が十分に遊んであげていれば、室内だけで

飼うことは可能です。 

〈 所有者がわかるように名札を着けましょう 〉 

 飼いねこには、飼い主の名前や住所を記した名札を着けておきましょう。 

〈 避妊・去勢手術をしましょう 〉 

 生まれてくる子ねこを育てる見込みがない場合は、必ず避妊・去勢手術を受けさせましょう。避

妊・去勢することによって繁殖を防ぐだけではなく、病気や性的なストレスを抑えることができ、

性格も温厚になることがあります。オスのスプレー行動も、去勢することによって抑えることが

できる場合があります。 

◆ 野良ねこにエサを与えるのであれば、周りに迷惑をかけないよう責任をもって適切に世話をしま

しょう ◆ 

野良ねこを原因とする生活環境被害や、無責任なエサやり行為による近隣トラブルも多く発生し 

ています。望まれない不幸なねこが増えてしまうことは、誰もが望んでいることではありません。 

エサを与えるのであれば、近隣の理解を得て、フンや食べ残しの始末をし、避妊・去勢手術をす 

るようにしてください。 

ねこの飼い方についてお知らせ 

１０月に集会所等で実施しました結核・肺がん（レントゲン）検診について、受診できなかった

方々を対象に追加検診を実施します。結核・肺がん(レントゲン)検診をお申込みされた方で、まだ

検診を受けられていない方には、再度、受診票を送らせていただきます。 

受診を希望される方で、お申込みをされていない方は、いきいき健康課までご連絡ください。 

日程 １１月２８日（木） 

場所 上新田公民館 9:30～10:00 

西体育館 10:30～11:00 

保健相談センター 13:30～15:00 

17:30～18:30 

持参するもの 再通知された受診票 

 

 結核検診 肺がん（レントゲン）検診 

対象者 65歳以上の方 40歳以上の方 

 

検診料金 

 

無料 

40～64 歳の方 500円 

65歳以上の方  

無料 今年度 41歳・51歳・61歳になられる方 

特定健診を５年連続受診されている方 

40歳未満の方 1,925円 

 

     結核・肺がん(レントゲン)検診追加日程のお知らせお知らせ 

問合せ：都市建設課（担当）諏訪
す わ

はるな☎33-6072 

問合せ：いきいき健康課 

（担当）比
ひ

惠
え

島
じま

・後藤
ご と う

 

☎33-6059 
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令和２年度 放課後児童クラブの入会申請を、各児童クラブにて以下の期間受け付けます。 

 

○受付期間：令和元年１１月１８日（月）～令和元年１２月２７日(金) 

○入会条件：就労や疾病・介護等により、保護者が昼間家庭にいない小学校に通うお子さんが 

対象です。 

○申込方法：各児童クラブに備え付けの申請書と入会理由証明書、入会時健康状況調査票をす 

べて記入後、入会希望の児童クラブまでご提出ください。 

 

■児童クラブ一覧 (令和元年１０月１日現在) 

児童クラブ名 定 員 所在地 電話番号 

上富田児童クラブ ２０人 富田西三丁目１７番地 33-2617 

新富幼稚園児童クラブ ４０人 富田三丁目４４番地１ 33-0128 

八幡児童クラブ ４０人 富田一丁目５０番地１ 33-2416 

ひとつせ児童クラブ ３５人 下富田２６９１番地 33-3075 

一真児童クラブ ２６人 新田５７３３番地１ 33-4141 

新田児童クラブ ３０人 新田８３４２番地 33-3848 

上新田児童クラブ ３４人 新田１６４１９番地１ 35-1320 

社協児童クラブ ４０人    上富田７４８５番地１４ 33-4213 

のぞみ児童クラブ 詳細は児童クラブへ   

お問い合わせください 

三納代８０３番地 33-0216 

※受付期間が昨年より早くなっていますので、ご注意ください。 

※受付期間を過ぎてからの申し込みは、優先順位が期間内に申し込まれた人よりも後になりま 

すのでご了承ください。 

 

 令和２年度 放課後児童クラブ入会のご案内 募集 

問合せ：福祉課（担当）後藤
ご と う

麻美
ま み

☎33-1293 

◆埋文セレクション移動展示会 

埋文センターが県内各地の遺跡で発見した土器や石器などの実物資料を展示します。開催地周辺の

遺跡や埋文センターの活動紹介も行います。 

○展示期間：11 月 19 日（火）～12 月 15 日（日） 

   ○場  所：総合交流センターきらり西回廊 ※観覧無料で、総合交流センターの開館時間

内（８：３０～２２：００）であればいつでも見学できます。 

◆埋文セレクション講座 

 展示の説明や土器復元パズル・土器の拓本・石器レプリカづくりなどの体験を実施します。 

〇日 時：11 月 24 日（日）午前 10 時～午後４時  

〇場 所：総合交流センターきらり西回廊 

※事前申込不要、参加無料でどなたでも参加できます。 

問合せ：生涯学習課 

（担当）樋渡
ひわたし

将太郎
しょうたろう

☎33-1022 

  宮崎県埋蔵文化財センターからお知らせお知らせ 
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     新富町に来て、生まれて初めてそばの花を見たのですが、真っ白で小さく、可憐な姿にびっくり！

てっきり、食べる時のそばの色をしていると思っていました……。というのも、私の出身の群馬県は小麦の

収穫量が全国４位、日本三大うどんとされる「水沢うどん」があるほど、うどん一筋。幅広の麺を野菜と煮

込んだ「おっきりこみ」、麺が布みたいにぺらぺらな「ひもかわうどん」もおいしいです。（総務課 二川） 

編集後記
きまぐれなつぶやき

 

令和２年度保育所（園）・幼稚園入所申込みを、下記の期間で受け付けます。 

○受付期間：令和元年 11 月 18 日（月）～令和元年 12 月 27 日（金） 

○保育を必要とする事由：下記のいずれかに該当することが条件となります。 

       ①１か月に 48 時間以上就労 

②妊娠、出産 

③保護者の疾病、障がい 

④同居又は長期入院などしている親族の介護、看護 

⑤災害復旧 

⑥求職活動 

⑦就学                       

⑧虐待やＤＶのおそれがあること    

⑨育児休業中に既に保育している子どもがいて継続利用が必要であること 

⑩その他、上記に類する状態として町が認める場合 

○申込方法：福祉課、新田支所、上新田町民サービスコーナー、町内各保育所（園）で申請書を 

受け取りの上、継続利用の方は、第 1 希望の保育所（園）へ新規希望の方は、福祉 

課へご提出ください。 

        ※町外の保育所（園）への入所を希望される場合は、福祉課へご提出ください。 

（町外の保育所希望の場合は、早めの提出をお願い致します。） 

  ★町内認可保育園・幼稚園一覧（令和元年 11 月 1 日現在） 

施設名 定員 所在地域 電話番号 

いずみ保育園 60人 六反田 33-0323 

上富田保育園 60人 八幡 33-2617 

ひとつせ保育園 70人 江梅瀬 33-3075 

八幡保育園 70人 八幡 33-2416 

新町保育園 60人 新町 33-3651 

のぞみ保育園 60人 平伊倉 33-0216 

一真保育園 60人 成法寺 33-4141 

一真下新田保育園 45人 新田新町 33-1025 

新田保育園 60人 麓 33-3848 

上新田保育園 60人 一丁田 35-1320 

新富幼稚園 80人 三納代 33-0128 

    ※保育園・幼稚園の定員数は今後変更される予定があります。 
※幼稚園の入園は認定申請が必要となりますので、幼稚園で入園の内定を受けた 

  後に、幼稚園で申請書を受け取り、福祉課へご提出ください。 

問合せ：福祉課 

（担当）今吉
いまよし

絵
え

菜
な

☎33-1293 

   令和２年度保育所（園）・幼稚園入所のご案内 募集 

 


