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　肥満症や高血圧、高脂血症、糖尿病
などの生活習慣病は、それぞれが独立
した病気ではなく、肥満、特に内臓に
脂肪が蓄積した肥満（内臓脂肪型肥満）
が原因であることがわかってきました。
　このように、内臓脂肪型肥満により
さまざまな病気が引き起こされやすい
状態を、「メタボリックシンドローム」
といいます。内蔵脂肪の効果的な減量、
望ましい食生活、日常生活で気をつけ
ることなど、メタボリックシンドロー
ムの予防について相談のある方は、お
気軽にご相談ください。
日時／ 12月17日 9時～11時・13時～15
時　※1人30分～1時間程度の相談です。
都合の良い時間を電話でお知らせくだ
さい。
場所／保健センター
●過去に受診した健診結果や病院での
検査データなどがあればお持ちくださ
い。●栄養相談は、食事を作られる方
の同伴もお勧めします。ご家族の方の
来所でも結構です。●ご希望の方には、
血圧測定・体脂肪測定、栄養所要量の
計算なども行います。
申込・問合先／保健センター☎43-8450

　プレママクラブ（母親学級）やハロ
ーベビークラブ（両親学級）で、妊娠・
出産・赤ちゃんのことを、仲間と一緒
に学んでみませんか？
プレママクラブ／①平成22年1月14日
＝自己紹介･グループトーク「みんなに
聞いてみよう」･妊娠中の栄養　②1月
21日＝母乳育児･お産のしくみ･妊婦体
操　③1月28日＝歯の健康･先輩ママと
の交流会･赤ちゃんとの生活･絵本の話
※時間はいずれも13時～ 15時30分
ハローベビークラブ／平成22年2月4日 
19時～ 21時（パパの妊婦体験・おふ
ろレッスン・夫婦＆赤ちゃんへの手紙）
対象／初めて出産する方（平成22年4

12月のお知らせ

ックスへの入店は、保護者同伴としま
す。●飲酒・喫煙・薬物等の誘いは絶
対に断りましょう。●高校生であるこ
とを自覚し、生活心得に従って行動し
ましょう。
地域のみなさんへ／子どもたちの健全
な育成のために、問題行動に接したら、
その場で声をかけ、注意をするととも
に、学校および関係機関へ連絡くださ
いますようにお願いします。
お子さんをお持ちの方へ／根気よく日
常の対話を大切にして、適切な助言と
愛情のこもった指導に努めてください。
問合先／網走市小中高等学校生活指導
連絡協議会事務局☎44-7368（中央小学
校）

　皆さんの信頼に応え一層のサービス
向上の実現を目指すため、社会保険庁
は組織・人員を一新し、来年1月1日か
ら「日本年金機構」として生まれ変わ
ります。
　現在の社会保険事務所は、新たに「年
金事務所」と名称が変わりますが、年
金相談などの窓口として引き続きご利
用になれます。
　日本年金機構の設立によって、何ら
かの手続きをしていただくことは一切
ありませんので、紛らわしい勧誘など
には十分ご注意ください。
問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9635

プレママクラブ・ハローベビークラブ

月～ 6月に出産予定の方）
場所／保健センター
持ち物／母子手帳
参加料／プレママクラブ＝500円、ハ
ローベビークラブ＝400円
申込期限／平成22年1月7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

小中学生のみなさんへ／●決まりを守
り、規則正しい生活を送りましょう。
●外出するときは、行き先や帰宅時刻
を家の人に知らせましょう。●保護者
が伴わない外泊は原則禁止とします。
●危険な場所や空き家での遊びはやめ
ましょう。●そり遊びや雪遊びは安全
なところでしましょう。●小学生は、ス
キー・スケート場へ行くときは保護者
と一緒に行きましょう。●知らない人
には、ついて行かないようにしましょう。
※いかのおすし／ついて　いかない・
のらない・おおきな声を出す・すぐに
げる・しらせる
●交通ルールを守り、事故にあわない
ように気をつけましょう。●カラオケ
ボックスやゲームセンター・インター
ネットカフェへの入場は、保護者同伴
以外は禁止とします。●飲酒・喫煙・
薬物等の誘いは絶対に断りましょう。
高校生のみなさんへ／●アルバイトを
する場合は、保護者の許可を得て学校
に届けましょう。●保護者に無断で外
泊をしてはいけません。必ず許可をも
らいましょう。●お祭りなどの特別な
行事の時でも、午後9時までには帰宅し
ましょう。●午後9時以降のカラオケボ

子育て・教育

日 駐　車　場　所 時　間

２２日

北７西３ 網走支庁前 10：00～12：00
南５東１ 釧路信用組合前 13：15～14：00
南６東７ 光和（株）前 14：10～14：50
港　　町 網走開発建設部網走港湾事務所 15：00～16：00

２４日

新 町 ２ 網走開発建設部前 10：00～12：00
南８東３（株）白井自動車 13：10～14：00
三　　眺 網走刑務所前 14：20～15：00
呼　　人 ホクレン油機サービス網走支店 15：20～16：00

２５日
南６東４ 網走市役所裏 10：00～11：00
北６西１ JA網走厚生病院前 12：30～16：00

２６日
駒場北５ コープさっぽろ網走店前 10：00～13：00
駒場北５ コープさっぽろ網走店前 14：00～16：00

献血車ひまわり号　～12月の巡回日程～

メタボリックシンドローム
の予防に健康・栄養相談を

有意義で楽しい冬休みを過ごすために

日本年金機構がスタート！

保険・年金・税
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　町内会内の高齢者などから要望があ
った際に、玄関から道路までを人が通
れる程度の幅で除雪してくださる町内
会を募集します。
　受託要件などを確認の上、お申し込
みください。
受託要件／町内会活動傷害保険に加入
していること
委託料／ 1回あたり1,000円
申込期限／ 12月11日
申込・問合先／介護福祉課高齢者福祉係 
 （内線288）

　冬期間の除雪が困難な高齢者世帯な
どへ、除雪サービスを実施します。利
用を希望する方は下記の要領を確認の
上、それぞれの担当係まで申請してく
ださい。

　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。
ポリオ・BCGの申込期間は12月1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。

対象／生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
日時／平成22年1月8日・27日の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
受け方／ 6週間以上の間隔をおいて2
回飲みます。２カ月おきに年間を通し
て行いますので、「みんなの健康」で
日時を確認し、予約してください。

ポリオ追加接種の勧め
　昭和50～52年生まれの方のポリオ免
疫保有率が低いことがわかっています。
極めてまれですが感染する可能性があ
りますので、追加接種をお勧めします。
対象／昭和50年～ 52年生まれの方
日時／定期ポリオ予防接種と同様
料金／ 3,500円　定員／ 10人
接種回数／ 1回

対象／生後3カ月～ 6カ月未満の乳児
日時／平成22年1月19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

　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、9月まで
の接種率は3期が53.4％、4期が66.0％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

除雪サービス受託町内会募集

募　集 健　康 麻しん風しん３期・４期追加接種

ポリオ（小児まひ）予防接種

報情

各種予防接種の実施

福　祉

ご利用ください！除雪サービス

ＦＦストーブの適切な管理を
　ＦＦストーブは、排気筒が
雪などで覆われると点火しなかったり
途中で消火してしまうなど、大変危険
な状態になります。普段から排気筒の
まわりを除雪するなどこまめな点検を
心掛け、適切に利用しましょう。

ＢＣＧ予防接種

除 

雪 

サ 

ー 

ビ 

ス 

一 

覧

利 　 　 用
で き る 方

平成20年度の市民税課税世帯で、次に該当する除
雪が困難な世帯
•65歳以上の高齢者のみの世帯
•40歳以上65歳未満の介護保険認定者世帯
•身体障害者世帯　　•母子世帯

平成20年度の市民税非課税世帯で、次に該当する
除雪が困難な世帯
•おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
•重度身体障害者のみの世帯

ただし、公営住宅やアパートなどの入居者は利用できません。

除 雪 範 囲

•玄関から道路までの、人が通れる程度の幅の除雪
•除雪車通過後などの車庫前等の除雪 •玄関から道路までの、人が通れる程度の幅の除雪

注）※1 吹雪いているときは除雪できません。　※2 排雪はしません。
　　※3 屋根の雪おろし、つらら落とし、氷割りなどの危険な作業はできません。

利  用  料 30分につき400円（回数券） 30分につき50円（回数券）
申 請 期 限 １２月１５日 随時受け付けています。
申請・問合先 商工労働課商工労政係（西庁舎２階／内線２９２）介護福祉課高齢者福祉係（本庁舎１階／内線２８８）
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