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エキノコックス症一次検査

　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／ 7月28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

　現在お持ちの各医療受給者証の有効
期間が平成23年9月30日までの方で、
引き続き医療受給者証の継続を希望さ
れる方は、更新の申請が必要です。
受付期間／ 7月1日～ 9月30日
受付場所／網走保健所
問い合わせ／網走保健所子ども・保健
推進課保健予防係　☎41-0695

　離乳食は「食べる」ことの基礎をつ
くる大切な時期です。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／ 8月24日　場所／保健センター
対象／平成22年11月～平成23年3月生
まれの赤ちゃんの親　
定員／ 25人
内容／調理実習や試食および講話があ
ります。「初期コース」か「中・後期コー
ス」のどちらかを選択してください。
持ち物／エプロン・バンダナ・ハンド
タオル　調理実習費／ 200円
申込期間／ 7月1日～ 8月17日（定員に
なりしだい締め切ります。）
その他／託児をご希望の方は、申込時

7月のお知らせ

に「託児希望」とお伝えください。な
お託児は対象のお子さんのみです。
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

　料理の楽しさ、食べることの楽しさ
と皆で「おいしい」を体験しませんか？
日時／ 8月5日　10時～ 13時
場所／保健センター調理室
対象／幼児および小学生と親（5年生
以上は子供だけの参加もできます）
予定メニュー／●トマトライス　●ヨ
ーグルトサラダ　●コンソメスープ　
●クレープ
参加料／●幼児＝200円、●小学生・
親＝350円
持ち物／エプロン、三角巾、おしぼり、
上靴　定員／ 30人
申込期限／ 7月29日
主催／食生活改善協議会
申し込み／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7月15日が期日です。期日後の
申し込みは、翌月の処理となります。
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で
す。手数料は速やかに納付願います。
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。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

　18日の「海の日」は資源物収集を休

みますので、この日が収集日の地区は、
次の収集日に出してください。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）　　　　

　過剰包装はごみ増加の要因のひとつ
です。市ではごみ減量化の一環として
簡易包装を推進しています。お中元時
期の7月は贈り物をする機会が多くな
りますが、環境に負担をかけない簡易
包装で贈りましょう。
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）　　　　　

　皆さん、お墓参りに出掛けたときに
出たゴミはどうしていますか？
　お盆の時期は墓地・墓園の利用が増
え、お菓子の袋・ペットボトル・ビン・
缶等の放置も数多く見受けられます。
　これらのものがカラスなどにより散
乱し、墓地・墓園が汚れる原因となり
ますので、訪れた際には、供物の整理
はもとより、ゴミの持ち帰りとポイ捨
て防止にご協力ください。
　なお、墓地周辺の道路や通路に駐車
することは近隣住民に迷惑となるばか
りか、交通に支障をきたし大変危険で
すのでご遠慮ください。
問い合わせ／生活環境課環境対策係
（内線340・405）

　平成23年7月1日から、年金の請求
時などに11桁の住民票コードを届け
出ている方は、日本年金機構への住所
変更の届け出を省略できるようになり
ます。
　まだ住民票コードを届け出ていない
方も、現況届のハガキに記入すること
で届け出ができます（コードがわから
ない場合は、市役所でコード入り住民
票の交付を受けることで確認すること
ができます）。
問い合わせ／北見年金事務所
☎0157-25-9635
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報情
　思いがけない病気や事故の際、急病
人やケガ人を救助して医師に引き継ぐ
までの応急手当てができるように、知
識と技術を習得するための講習です。
日時／●基礎講習＝7月30日　
●救急員養成講習（基礎講習合格者の
み）＝8月6日、7日
※時間はともに、9時～ 17時です。
場所／北コミュニティセンター
受講対象者／ 15歳以上の方
定員／ 20人（定員になり次第締め切り
ます）
受講費用／基礎講習、救急員養成講習
それぞれ1,500円（教材代および保険
料として）
申込期限／ 7月20日
申し込み・問い合わせ／社会福祉課庶
務係（内線235）

　溺れた人の救助、応急手当の方法な
ど、水の事故から人命を守るための知
識と技術を習得できます。検定に合格
された方には、水上安全法救助員の認
定証が付与されます。
日時／ 8月20日、21日、9月3日、4日
9時～ 17時　
場所／網走市民プール他
受講対象者／ 18歳以上で、一定の泳
力を有する方（距離泳500ｍ以上等）
定員／ 30人（定員になり次第締め切り
ます）
受講費用／ 2,100円（ただし赤十字救
急法基礎講習の修了者は600円）
申込期限／ 7月22日
申し込み・問い合わせ／社会福祉課庶
務係（内線235）

　道立心身障害者総合相談所による巡
回相談を下記の日程で開催します。希
望される方は、事前に簡単な聞き取り
を予定していますので、7月29日まで
に障がい福祉係へお申し込みください。
日時／ 9月13日・14日　9時～ 17時
場所／総合福祉センター
相談内容／①療育手帳の新規交付およ
び再判定など　②知的障がい者および
身体障がい者の医学的／心理学的／職

能的判定など　③補装具（身体障がい
者対象）の処方および適合判定など
④その他知的障がい者および身体障が
い者の専門的相談など
申し込み・問い合わせ／社会福祉課障
がい福祉係（内線410）

　麻しん風しん予防接種は幼児期に一
度接種しても年数が経過すると、感染
阻止の免疫力が低下する方がいること
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
【接種内容】

▼ 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／平成24年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し、受診
してください。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／ 8月22日　
12時45分～ 13時45分
対象／生後3～ 6カ月未満の乳児
場所／保健センター
定員／ 1日60人
持ち物／母子手帳
※ＢＣＧ予防接種の申込期間は、7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

赤十字救急法講習

日 駐　車　場　所 時　間

5日
呼　　人 ホクレン油機サービス網走支店 10：00～11：00
八　　坂 東京農業大学 12：30～16：00

6日 北６西１ ＪＡ網走厚生病院前 13：30～16：00

7日
北７西３ オホーツク総合振興局横（西側） 10：00～13：00
鱒　　浦 道立水産試験場前 14：30～15：00
大 曲 １ 西網走漁業協同組合前 15：20～16：00

8日 南６東５ 網走警察署 10：00～12：00

献血車ひまわり号　～7月の巡回日程～

赤十字水上安全法講習

心身障がい者巡回相談

健　康

各種予防接種のお知らせ

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

任意麻しん風しん混合
予防接種の助成について
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