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　肺炎球菌は、肺炎、気管支炎、副鼻
腔炎、中耳炎、髄膜炎などを起こす細
菌の一つで、特に高齢者の肺炎の約半
数は、肺炎球菌が原因とされています。
肺炎球菌ワクチンは、すべての肺炎を
予防するワクチンではありませんが、
インフルエンザなどに感染した場合に
重篤な肺炎を併発することを予防する
効果が期待されます。
対象／満75歳以上の網走市民
助成額／任意接種費用のうち3,000円
助成回数／生涯で１回限りです。
接種場所／網走市内の指定医療機関
助成の受け方／接種前に保健センター
で申請をすると、助成券と予診票が交
付されます。接種料から助成額を控除
した自己負担額を、接種の際に直接医
療機関へお支払いください。
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　教育委員会では、来年度に小学校へ
入学を予定されているお子さんで、教
育上特別な支援を要すると思われるお
子さんについて、専門の先生を交えて
お子さんの心身・言語の状態を早期に
把握し、どのような教育や支援が必要
かを一緒に考える「教育相談会」を11
月に開催する予定です。
　ご家庭での生活や就学についてお悩
みの方で教育相談を希望される方は、
教育委員会までご連絡ください。後日
改めて日程をお知らせします。
申し込み・問い合わせ／管理課学務係
（内線335）

　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／ 11月24日　
場所／保健センター
対象／平成23年2月～平成23年6月生ま
れの赤ちゃんの親　

10月のお知らせ

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／ 10月3日～ 11月17日（定員
になり次第締め切ります。）
その他／託児をご希望の方は、申込時
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

　育児は山あり谷あり。子育てに疲れ
てついイライラ・・・。そんなことは
ありませんか？仲間と子育てについて
お話してみませんか。
日時／10月20日、10月26日、10月31日
13時30分～ 15時30分（受付は13時15
分～）　場所／保健センター
対象／生後3～ 7カ月までの赤ちゃん
の親
内容／おしゃべりタイム、赤ちゃんと
のふれあい遊び、赤ちゃんの健康チェ
ックポイントなど
申込期間／10月13日まで（定員（20人）
になり次第締め切ります）
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43－8450

　町内会清掃やボランティア清掃を実
施する際には、次のことに注意して行
うよう、ご理解ご協力をお願いします。

●地域の清掃活動で出すごみは、「ボラ
ンティア清掃専用袋」をご利用くださ
い。ボランティア袋が必要な場合は、
町内会や団体単位で申請してください。
●ボランティア袋のごみは、少量であ
れば、ごみ収集日にごみステーション
に出すことができます。数が多くなる
場合は、八坂のごみ処分場（☎43-6881）
に自己搬入してください。　●集める
ごみは、地域に散在するごみとし、道
路周辺や公園等の雑草には、ボランテ
ィア袋を使わないでください。　●汚
れた資源物を拾った場合は、そのまま
ボランティア袋に入れてかまいません。
●家庭ごみ、事業系ごみ、粗大ごみ、
産業廃棄物は、ボランティア袋で出さ
ないでください。　●ボランティア袋
を利用せずに自己搬入する場合は、事
前に担当係にご連絡ください。
●清掃活動に併せて家庭から粗大ごみ
を出す場合は、「有料」となりますので、
ご注意ください。
※10月の八坂ごみ処分場（☎43-6881）
は、毎日9時～16時まで開場しています。
（日曜・祝日も開場しています）

　清掃活動中に発見した場合は、その
ままの状態を保ち市へご連絡ください。
タイヤ、バッテリー、テレビ、エアコ
ン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷
凍庫、パソコン、消火器、タタミ、プ
ロパンガスボンベ、ピアノ、オートバ
イ、自動車、農薬、化学薬品、スプリ
ングマットレス、スプリングソファー、
医療系廃棄物、塗料、廃油、農機具、
建築廃材、コンクリートブロック、産
業廃棄物など
問い合わせ／生活環境課清掃リサイク
ル係（内線233・297）

子育て・教育

平成23年度教育相談会

環　境

10月は秋の清掃月間です

肺炎球菌ワクチン接種の助成

ナチュラルベビークッキング

のびのび育児教室

次のものは収集できません

エコピーからのお知らせ
○家庭で使用した食用廃油は戸別に収集しています。
1本から収集しますので、お気軽に電話でお申し込みください。
回収した食用廃油は、BDF（バイオディーゼル燃料）として
車の燃料にリサイクルされます。

○10月2日の環境展でも、食用廃油を回収しています。北コミュニティセ
ンターの会場に持ってきていただいた方には粗品を差し上げます。

○不明な点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）
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　現在、定期予防接種の麻しん風しん
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。助成対象になる方で、接種を希
望される方は、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、
5000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

　らせん（ヘリカル）状に高速でエッ
クス線を360度連続回転して胸部を撮
影することで、従来では映らなかった
小さな病変も見つけることができます。
日時／10月27日　7時30分～ 12時
※30分ごとに受付します。
対象／40歳以上の市民
料金／4,000円（喀痰検査、内臓脂肪測
定についても、それぞれ別途1,000円で
一緒に測定できます。）
●ペースメーカーが入っている方は受
けられません。タバコを吸う方、咳や
痰がでる方にお勧めします。
●年度に１回、「肺がん検診」「ヘリカ
ルCT検診」のどちらかを選んで受け
てください。ヘリカルCT検診を受け
た方は、今年度ミニドックの肺がん検
診を受けることはできません。
申込期間／ 10月3日～ 10月20日（定員
（50人）になり次第締め切ります。）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　さまざまな生活習慣病に関わってい

る内臓脂肪（内臓の周りに付着した脂
肪）の状態を図や数値で見て、病気の
予防に役立ててみませんか。
日時／ 10月27日　7時30分～ 12時
（30分ごとに受付します。）
対象／ 20歳以上の市民（現在妊娠の
可能性のない方）　料金／ 1,000円
内容／腹部のCT撮影（時間は準備を
含めて5分程度です。結果は、検査の10 
～20分後に保健師から説明します。）
場所／保健センター（CT検診車）
申込期間／ 10月3日～ 10月20日（定員
（30人）になり次第締め切ります。）
問い合わせ／保健センター☎43-8450

　肥満症や高血圧、高脂血症、糖尿病
などの生活習慣病は、内臓脂肪型肥満
によって、さまざまな病気が引き起こ
されやすくなった状態である『メタボ
リックシンドローム』が関係している
ことがわかってきました。内蔵脂肪を
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。（希望者には、血圧測定・
体脂肪測定、栄養所要量の計算なども
実施しています。）
日時／10月27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、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

　年齢がすすむにつれて骨が折れやす
くなったり、変形したりするのは、骨
粗鬆症が原因と言われています。検診
を受けて、自分の骨の健康状態を知り、
食生活や運動と共に早めの予防に心が
けましょう。
対象／40・45・50・55・60・65・70歳
の方　検診内容／骨密度測定
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は500円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　女性に多い貧血や骨粗鬆症などの予
防のための健診です。日ごろ、健診を
受ける機会のない方にお勧めします。
対象／ 20 ～ 39歳の女性
検診内容／診察・血圧測定・尿検査・
血液検査・骨密度測定
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は1,000円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450

　歯周病は痛みもなく気付かないうち
に進行します。歯と歯ぐきを守るため、
早期発見･早期治療で予防しましょう。
対象／ 40・50・60・70歳の方
検診内容／歯周組織検査
料金／市国保加入者は無料、それ以外
の方は1,000円
申し込み・問い合わせ／保健センター
☎43-8450
検診の年齢は、いずれも平成23年度
の誕生日での年齢です。

ヘリカルＣＴ肺がん検診

任意麻しん風しん混合予防接種の助成

内臓脂肪測定

「内臓脂肪」についての健康・栄養相談

骨粗鬆（しょう）症検診

レディース健康診査

歯周疾患検診

日 駐　車　場　所 時　間

10日
八　　坂 東京農業大学（収穫祭） 10：00～12：30
八　　坂 東京農業大学（収穫祭） 14：00～16：00

11日
北 7西 3 オホーツク総合振興局横（西側）10：00～13：00
潮　　見 こが病院 14：30～16：00

12日
南２西４ 網走消防本部前 13：30～14：00
南８東３  ㈱白井自動車 14：20～15：00
向 陽 6 網走桂陽高校前 15：20～16：00

13日
新 町 ２ 網走開発建設部前 10：00～12：30
潮　　見 いせの里 14：00～14：50
大 曲 １ 旭川トヨタ自動車㈱網走店 15：20～16：00

14日
南６東４ 網走市役所裏 10：00～12：30
桂 町 ４ 桂ヶ丘クリニック 14：00～15：00
台 町 ２ 網走南ヶ丘高校前 15：15～16：00

献血車ひまわり号　～10月の巡回日程～
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