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3月のお知らせ

　網走市では『特定疾患医療受給者証』、
『ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本
病重症患者対策医療受給者証』または
『小児慢性特定疾患受給者証』をお持
ちの方に、市外の道内医療機関へ通院
する際の交通費の一部を助成していま
す。
助成対象者／患者本人および介助（保
護）が必要な患者に付き添う家族
助成額／通院する医療機関所在地まで
の往復鉄道運賃の半額を助成します。
（他の公的制度で交通費の助成を受け
られるときは、助成額が調整されます。
また、助成には所得制限があります）
助成の回数／年度につき12回が限度
※平成23年度（平成23年4月～平成24
年3月分）の請求は、4月13日ころまで
に助成の申請をしてください。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

　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／①4月5日＝自己紹
介・「みんなに聞いてみよう」・妊娠中
の栄養　②4月13日＝母乳育児・お産
のしくみ・妊婦体操　③4月19日＝歯
の健康・先輩ママとの交流会・絵本の
話　（時間はいずれも、13時～ 15時30
分です）
ハローベビークラブ/4月26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
※ハローベビークラブのみの参加もで
きます。
場所／保健センター
対象／初めて出産する方（平成24年7
月～ 9月に出産予定の方）
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＝300円
申込期間／ 4月2日まで（定員になり
しだい締め切ります）
※パパの妊婦体験で、腰や足などの痛
みのある方は、あらかじめご相談くだ

さい。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　放課後などの時間帯に保護者が家に
不在となる世帯の小学校低学年児童を
対象に、放課後児童クラブ員を募集し
ます。原則として、毎日学校から直接、
各児童館・児童センターに来館し、児
童が来館しない場合は保護者へその旨
を連絡します。
入会対象児童／次のいずれかに該当す
る世帯の小学校1年生から3年生の児童
①ひとり親･両親共働きなどで、学校
から帰宅しても保護者がいない世帯　
②保護者が長期間の病気や心身の療養
などで児童の面倒をみることが困難な
世帯
※児童館・児童センターは、上記に該
当しない世帯の児童も自由に来館し利
用できます。（登録不要）
開設日時／日曜・祝日および年末年始
を除く毎週月曜日～土曜日の下校時か
ら18時まで（土曜日は9時～ 18時、た
だし、夏冬春休み期間中や学校振替休
日は8時30分～ 18時の開設です。）
開設場所
●潮見児童センター（潮見8丁目4-6）
☎45-1025　
●つくし児童センター
（つくしヶ丘5丁目9-17）　☎43-0224　
●北児童館（北9条西4丁目）　
☎44-3032
●西児童館（新町1丁目9-16）　
☎43-3252　
●桂町児童センター（桂町2丁目1-3）
☎43-3396
入会費用および施設使用料／無料
実施開始／ 4月2日から
入会手続／各児童センター・児童館お
よび市役所こども家庭係に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入の上、入会
を希望する児童センター・児童館に、
お子さん同伴で直接お申し込みくださ
い。申し込みは3月14日から随時受け
付けています。
問い合わせ／子育て支援課こども家庭
係（内線231）

内臓脂肪についての健康・栄養相談

　内臓脂肪型肥満によって、肥満症や
高血圧、高脂血症、糖尿病などのさま
ざまな病気が引き起こされやすくなっ
た状態を「メタボリックシンドローム」
といいます。内臓脂肪を減らしたい、
食事の工夫について知りたい、何に注
意をしたらよいか教えてほしいなど、
ご相談のある方はお気軽にお問い合わ
せください。
※希望に応じて、血圧測定・体脂肪測
定、栄養所要量の計算なども行います。
日時／ 3月26日　9時～ 11時、13時～
15時（1人30分～ 1時間程度の相談で
す。ご都合のよい時間を、お電話でお
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。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

　網走市では、特定不妊治療と、保険
の適用外となる不妊治療について、助
成を行っています。
助成対象者／不妊治療以外の治療法に
よっては妊娠の見込みがない、あるい
は極めて少ないと医師に診断され、実
際に治療を受けられた方のうち、次の
全てに該当する方。
●網走市に住所があること　
●法律上の夫婦であること　
●夫婦の前年（1月から5月までの間に
申請があった場合については、前々年）
の所得の合計額が730万円未満である
こと
助成対象となる治療
●特定不妊治療（体外受精、顕微授精）
※北海道知事が指定する医療機関での
治療が対象となります。
●上記を除く保険適用外の不妊治療
助成の額および期間／ 1年度当たり特
定不妊治療は5万円を、保険適用外の
不妊治療は3万円を限度とし、通算5年
間の助成が受けられます。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

特定疾患等患者通院費助成制度

放課後児童クラブ員の募集

子育て・教育

プレママクラブ・ハローベビークラブ
不妊治療費の助成
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　平成24年度自衛隊幹部候補生および
予備自衛官補を下記のとおり募集しま
す。
■陸海空自衛隊一般幹部候補生（一般
要員、飛行要員）、海上自衛隊技術幹
部候補生
応募資格／平成25年4月1日現在で20歳
以上28歳未満（細部条件がありますの
で、お問い合わせください）
受付期間／ 4月27日まで
試験日／ 5月12日、13日（13日は飛行
要員希望者のみ）
■予備自衛官補（一般）
応募資格／ 18歳以上34歳未満
受付期間／ 4月4日まで
試験日／ 4月13日～ 15日（いずれか1
日を指定できます）
■予備自衛官補（技能（衛生、語学、
整備、建設など）
応募資格／ 18歳以上55歳未満（技能
区分により応募資格が異なりますので、
詳細はお問い合わせください）
受付期間／ 4月4日まで
試験日／ 4月13日～ 15日（いずれか1
日を指定できます）
問い合わせ／●自衛隊網走地域事務所
☎0157-44-5743
●募集コールセンター（受付は12時～
20時）　フリーダイヤル　0120-063792
ナビダイヤル　0570-045818（携帯電話）

　麻しん風しん予防接種は幼児期に一
度接種をしていても、年数の経過によ
り、感染阻止の免疫力がなくなる方が
いることや、接種をした中でも100人
中5人くらいで、免疫ができにくい方
がいるため、追加接種をお勧めしてい

ます。
　3期と4期の方で、保護者が同伴でき
ない場合は、同意書が必要ですので、
保健センターまでご連絡ください。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

▼ 2期対象（平成17年4月2日～平成18
年4月1日生まれの幼児）

▼3期対象（平成10年4月2日～平成11
年4月1日生まれの生徒）

▼4期対象（平成5年4月2日～平成6年4
月1日生まれの方）
接種期間／ 3月31日まで
接種ワクチン／原則として、麻しん風
しん混合ワクチンを接種しますが、麻
しんおよび風しんに罹患したことがあ
る方は、罹患していない方の単独ワク
チンを接種することもできます。
実施方法／ ｢みんなの健康｣、市ホー
ムページ記載の指定医療機関でワクチ
ンの接種および罹患の有無を確認の上、
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。

日時／ 4月20日　
　　　12時45分～ 13時45分
対象／生後3～ 6ヵ月未満の乳児
場所／保健センター
定員／ 1日60人　
持ち物／母子手帳
　BCGの申込期間は、3月1日から定
員になるまでです。予約された方で、
ご都合が悪くなった場合はご連絡くだ
さい。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

※定期の予防接種を実施するときに、
保護者以外の方が同伴される場合は、
委任状が必要となりますので保健セ
ンターまでご連絡ください。

　現在、定期の麻しん風しん予防接種
を実施していますが、定期の期間に接
種できなかった方に、麻しん風しん混
合予防接種の助成事業を始めましたの
で、助成対象者で接種を希望する方は、
保健センターまでご連絡ください。
助成対象者

▼平成12年4月2日～平成17年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成7年4月2日～平成10年4月1日生
まれで定期接種ができなかった方

▼平成2年4月2日～平成5年4月1日生ま
れで定期接種ができなかった方
助成の金額／任意接種費用のうち、
5,000円を助成　助成回数／ 1回
接種場所／網走市内の指定医療機関
助成の受け方／接種の前に保健セン
ターにご連絡ください。助成券と予診
票を交付します。接種料から助成金額
を控除した自己負担額を接種の際、直
接医療機関にお支払いください。
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

　エキノコックス症はエキノコックス
の幼虫が、人に寄生して肝臓（まれに、
肺、脳など）を侵し、放置すると治療
が困難になる病気です。潜伏期から進
行期へ移る早い時期に手術を受ければ
完全な治癒が可能ですので、進んで検
査を受け、早期に治療しましょう。
　ミニドック検診に併せて検査するほ
か、年に3回の学校の休業日に合わせ
検査を行っています。
日時／ 3月27日　15時～ 16時30分
場所／保健センター
対象／小学3年生以上の市民で、6年以
上検査を受けていない方
検査方法／血液検査　料金／無料
問い合わせ／保健センター ☎43-8450

エキノコックス症一次検査

各種予防接種のお知らせ

日 駐　車　場　所 時　間

5日
北７西３ オホーツク総合振興局横（西側） 10：00～12：00
南１東１ ㈱丸田組 13：15～14：00
北２西３ エコーセンター 14：10～16：00

7日
新 町 ２ 網走開発建設部前 10：00～12：00
南６東４ 網走市役所裏 13：30～16：00

8日
潮 見 １ ㈱ムラコシ前 10：00～11：00
港　　町 網走漁業協同組合前 12：30～13：50
能　　取 湯浅工業㈱前 14：50～16：00

献血車ひまわり号　～３月の巡回日程～

平成24年度自衛隊幹部候補生
および予備自衛官補の募集

麻しん風しん予防接種の
3期・4期の方の追加接種のお知らせ

BCG予防接種

募　集

健　康

任意麻しん風しん混合予防接種の助成

〈各種証明書申請時の注意点〉

※ ご本人以外が交付申請をする場合、ご本人が作成した委任状が必要となります。
　配偶者などのご親族が申請される場合でも該当しますのでご注意願います。
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