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　　　エコピーからのお願い
○牛乳パックなどの紙パックを出すときは、他の紙類を入れず
　に紐で縛って出してください。
○ペットボトルを出すときは、中身を捨て軽くすすいでから
　中の見える袋に入れて出してください。
○缶・ビン・ペットボトルは、品目ごとに中の見える袋に
　入れて出してください。
○洗剤の容器、弁当の容器や玉子などのプラスチックケース
　は一般ごみとして出してください。
 問合先／生活環境課清掃リサイクル係（内線233）

11月のお知らせ

場所／保健センター
対象／平成21年2月～ 6月生まれの赤
ちゃんのいる方　定員／ 25人
内容／調理実習や試食があります。「初
期コース」か「中・後期コース」のど
ちらかを選んでください。
持ち物／エプロン・三角巾・タッパー 5
個・手拭きタオル等　材料費／ 200円
申込期限／ 11月5日（定員になり次第
締め切ります。）
※託児をご希望の方は、申し込み時に
「託児希望」とお伝えください。託児
は対象のお子さんのみです。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く毎週、郊外地区は毎月第3
月曜日の週です。
申込時の注意／期日を厳守し日程に余
裕をもってお申し込みください。郊外
地区は11月13日が期日です。期日後の
申し込みは翌月の処理になります。
処理手数料
下水道処理区域内／ 400㍑まで5,250円、
400㍑を超える50㍑につき520円
下水道処理区域外／ 400㍑まで2,620円、
400㍑を超える50㍑につき260円
手数料納付／市街地区は翌月の集金納
付。郊外地区は納付書での自主納付。
手数料納付は速やかにお願いします。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯へ手数料の減免を実施して
います。詳細はお問い合わせください。
申込・問合先／生活環境課清掃リサイ
クル係（内線233）

ヘリカルＣＴ肺がん検診
主に維持していた方　③就労能力およ
び常用就職の意欲があり、公共職業安
定所への求職申込を行なう方　④住宅
を喪失している方、または賃貸住宅を
喪失する恐れのある方　⑤原則として
定期的な収入のない方。ただし、臨時
的その他一時的な収入がある場合、単
身者は申請する月の収入合計額が８万
４千円以下、生計を同じくする同居親
族の収入がある場合には、申請する月
の収入合計額が17万2千円以下である
こと。　⑥預貯金がある場合、単身者
は50万円以下、複数世帯の場合は生計
を同じくする同居親族を含めた預貯金
の合計が 100 万円以下であること。
⑦国の住居喪失離職者等への雇用施策
による貸付または給付、および地方自
治体等が実施する類似の貸付または給
付等を受けていない方
支給上限額／単身世帯は月額2万4千円、
複数世帯は月額3万1千円です。
支給期間／平成22年3月分まで
支給方法／住宅の貸主または貸主から
委託された事業者の口座へ振込みます。
その他／このほかにも、支給開始月の
決定などの詳細な事項がありますので、
申請される方は事前にご連絡ください。
申請・問合先／社会福祉課庶務係　　
　　 （内線336）

　離乳食は「食べる」ことの基礎をつ
くる大切な食事です。料理の苦手な方
でも簡単に作れる、素材の味を生かし
たメニューを紹介します。
日時／ 11月12日 12時30分～ 15時

　ヘリカルＣＴは通常の胸部レントゲ
ン撮影では写らない小さな病変を見つ
けることができ、肺がんの早期発見に
非常に有効です。タバコを吸う方、咳
や痰が出る方などにお勧めします。
対象／ 40歳以上の市民（春・秋にミ
ニドックの肺がん検診を受診した方は
受けられません。）
日時／ 12月15日 7時30分～ 9時（30分
ごとの受付）　場所／保健センター
料金／ 4,000円（喀痰検査の実施は別
途1,000円）　定員／ 32人（要予約）
申込期間／ 11月2日～ 12月8日（定員
になり次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　夫やパートナーからDVを受けてい
ませんか？セクハラなどで困っていま
せんか？秘密は固く守られますので、
一人で悩まず気軽に相談してください。
　相談は女性の人権擁護委員が主に受
けますが、内容によっては男性の委員
が相談を受ける場合もあります。
相談電話／ 0570-070-810（全国共通）
実施期間／ 11月15日～ 21日
実施時間／平日は8時30分～ 19時、土
日は10時～ 17時
問合先／釧路地方法務局人権擁護課
 ☎0154-31-5014

　就労能力や就労意欲のある離職者の
うち、住宅を喪失している方または喪
失する恐れのある方へ、住宅および就
労機会確保の支援を目的とした住宅手
当を支給しています。
支給対象者／網走市に住民票があり市
内の賃貸住宅に居住している方、また
はこれから市内の賃貸住宅に居住し網
走市に住民登録する予定の方で、次の
要件のすべてに該当する方
①2年以内に離職した方　②離職前に
自らの労働で賃金を得て世帯の生計を

環　境
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ナチュラルベビークッキング

住宅手当の緊急支援
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　北海道立北見高等技術専門学院は、
平成22年度の学生を募集します。
募集科目／電気工学科、自動車整備科、
造形デザイン科、電子機械科
募集定員／各科20人
願書受付期間／ 11月1日～ 20日
選考日／ 12月7日　選考方法／学力試
験（国語・数学）、面接　
授業料等／入学検定料2,200円、入学
料5,650円、授業料年額11万8,800円（減
免制度があります。）
●雇用保険を受給できる方、障がいの
ある方、アイヌの方、母子家庭の母お
よび職歴のある方は、公共職業安定所
にご相談の上、応募手続きをしてくだ
さい。●平成22年3月に高等学校卒業
見込みの方には推薦入学制度がありま
す。詳しくはお問い合わせください。
問合先／北海道立北見高等学校専門学院 
 ☎0157-24-8024

　インフルエンザの発症・重症化を防
ぐため、65歳以上の方を対象に予防接
種を実施しています。 医療機関によっ
て接種日時などが異なりますので、接
種を希望される方は各医療機関に直接
ご確認ください。
　また、老人施設に入所中および医療
機関に入院・通院中などの理由により
他市町村で予防接種を受けたい方は、
保健センターにお問い合わせください。
接種料金／ 1,000円　接種回数／ 1回
　網走厚生病院　　　　　☎43-3157
　網走中央病院　　　　　☎44-8611
　こが病院　　　　　　　☎61-0101
　青沼医院　　　　　　　☎44-2277
　金川医院　　　　　　　☎43-2884
　国分医院　　　　　　　☎43-2409
　後藤田医院　　　　　　☎44-6811

　つくしヶ丘医院　　　　☎44-1181
　中山医院　　　　　　　☎44-7227
　はまむき医院　　　　　☎44-7365
　桂ヶ丘クリニック　　　☎61-6161
　南５条クリニック　　　☎44-7305
　角谷こどもクリニック　☎61-2332
問合先／保健センター☎43-8450

　内臓脂肪の面積が100㎠以上の方は
生活習慣病や脳梗塞などのリスクが高
いと言われています。普段見ることの
ない内臓脂肪・皮下脂肪の状態を実際
に図や数値で見てみませんか？自分の
内臓脂肪の状態などを把握し、病気の
予防に役立てましょう。
日時／ 12月15日 9時30分～ 11時30分
（30分ごとの受付）
対象／ 20歳以上の網走市民（妊娠の
可能性のある方は検査できません。）
内容／腹部CT撮影（検査に要する時
間は準備を含めて5分程度です。結果
は検査後10分～ 20分でお渡しできま
す。保健師が結果の説明をします。）
場所／保健センター（CT検診車）
料金／ 1,500円
定員／ 30人（要予約）
申込期間／ 11月2日～ 12月8日（定員
になり次第締め切ります。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　不妊治療のうち、治療費が高額な体
外受精および顕微授精を対象に治療費
の一部を助成しています。
対象者／次のすべてに該当する方
●網走市に住所があること。●法律上
の夫婦であること。●北海道知事が指
定する医療機関で治療を受けた方。
●夫婦の前年（1月～ 5月間の申請の
場合は前々年）の合計所得額が730万
円未満であること。
※指定医療機関は、各都府県が指定医
療機関として指定をしていれば道外の
医療機関でも助成の対象となります。
助成の額および期間／1年度当たり5万
円を限度（北海道特定不妊治療費助成
事業による助成可能額を控除した額）
とし、通算5年間助成します。
申請・問合先／保健センター☎43-8450

保護者以外が接種者に同伴する場合は
委任状が必要です。詳細はお問い合わ
せください。
対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／ 12月11日 12時45分～ 13時45分
場所／保健センター
定員／ 1日60人　持ち物／母子手帳
申込期間／ 11月2日から定員になるま
でです。予約後に都合が悪くなった場
合はご連絡ください。

　年数の経過とともに免疫の無くなる
方がいると判明したこと、免疫のでき
にくい方が接種者の5％程度いること
が判明したため、中学1年生および高
校3年生相当の方を対象に3期・4期と
して追加接種を行っていますが、8月
までの接種率は3期が47.2％、4期が
64.2％と低迷し、集団発生を防げると
される95％には程遠い状況です。
　麻しんは感染力が強いため、発生時
には学校閉鎖などの措置がとられる場
合もあります。昨年からは、進学の際
に接種証明書の提出を求める学校も見
られるようになってきました。接種期
間を過ぎると有料になりますので、お
早めに接種することをお勧めします。
●2期対象：小学校入学1年前（平成15
年4月2日～平成16年4月1日生まれの幼児）
●3期対象：中学1年生（平成8年4月2
日～平成9年4月1日生まれの生徒）　
●4期対象：高校3年生相当（平成3年
4月2日～平成4年4月1日生まれの方）
接種期限／平成22年3月31日
接種料金／無料
接種ワクチン／麻しん風しん混合ワク
チンが基本ですが、罹(り)患していな
い方の単独ワクチンの接種もできます。
実施方法／ワクチンの接種および罹患
の有無を確認の上、｢みんなの健康｣「市
ホームページ」にある指定医療機関で
受けてください。
　網走厚生病院で3期・4期を接種され
る方は、直接病院にご確認ください。
申込･問合先／保健センター☎43-8450

高等技術専門学院学生の募集
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高齢者インフルエンザ予防接種

ＢＣＧ予防接種

各種予防接種の実施

特定不妊治療費の助成

麻しん風しん３期・４期追加接種

報情

お腹の脂肪を測りませんか？


