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男女共同参画コーナー

ひゅ～らひゅ～らひゅ～ら

【シニア世代の今】
　高齢社会による親の介護、夫婦共働き世帯の増加に
よる孫の育児など、現代のシニア世代は、男女ともに、
様々な形での家族や社会への貢献が求められています。
　高齢者の中には、自分自身の心と身体の健康管理が
重要で、高齢者だからといって、「頼らない」「まかせ
ない」、「甘えない」と、意識して暮らす方もいます。

【自立して生きる「新老人」】
　｢新老人｣とは、財団法人ライフ・プラニング・セン
ターの理事長である日野原重明氏（現在104歳）が提
唱した、75歳以上の、自立して生きる新しい高齢者の
ことです。日野原氏は、「新老人の会」を立ち上げ、長
寿国である日本の高齢者が、健やかで生きがいを感じ
られる生き方ができるよう、講演や執筆活動を通じて
啓発をしています。

【いのち（時間）の大切さ】
　日野原氏は、子ども向けの講演活動で、次のように
伝えています。
『「いのち」は自分の時間のこと。大人になるというこ
とは、その時間をどう使うかを自分で考えていくこと。
自分のためにどう使うか。人のためにどう使うか。』

　子どもの頃から、時間の大切さを知ることが、より良
く生きることにつながり、それが社会のためになり、世
界平和につながるという理念をもって活動されています。
　どのように時間を使えば、自分のために、家族のた
めに、社会のためになるのか。「時間がない」と感じて
いる今だからこそ、老若男女問わず、自分の時間の使
い方について考えてみませんか。

　現代の日本では、「時間がない」と感じる方が増加していると言われており、内閣府男女共同参画局
では、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の促進や、生活の質の向上が、男女共同参画推
進につながるとし、積極的に取り組んでいます。
　そんな中、シニア世代においても、自分の時間の使い方について考える活動があります。

男女共同参画コーナー

ひゅ～らひゅ～らひゅ～ら
あなたの時間、どのように使いますか？

網走市男女共同参画プラン推進会議編集委員

Series. 冷え対策で冬を乗りきる 講座講座
こころもからだも健康に

体の冷えは免疫力を低下させる
寒さで体の熱が奪われやすい冬は、風邪やインフル
エンザにかかりやすい季節と言われています。理由
は、体の冷えによる免疫力の低下です。
免疫力とは、体の健康を保つために欠かせない力な
ので、低下することでウイルスにとって動きやすい
環境を作ってしまいます。
体の冷えは内臓機能を低下させる
体が冷える冬は内臓機能が低下しやすくなります。
膀胱炎や腹痛、体のだるさなどの症状が出ている場
合は、お腹を触ってみましょう。張りや硬さがある
方や手の温かさを感じる方は、体が冷えている状態
と言えます。
体の冷えは血流を停滞させる
体の冷えは、内臓機能低下だけではなく血流も停滞
させてしまいます。肩や首などのコリ症状、生理痛
などにお悩みの方は血流停滞が考えられます。
体の冷えは怪我も招く？！
寒さに耐えるために体を縮め、全身に力が入ってしま
うので筋肉が硬くなりやすいと言われています。体の
コリやハリに悩む方が増えるだけではなく、足の筋肉
が硬直することにより転倒する方も増えるようです。

体をあたためる食事の工夫
栄養バランスのとれた食事を基本に、冷えが気にな
るときは体を温める食材を積極的にとりましょう。
また、肉類などに多く含まれるたんぱく質は熱源と
なる筋肉を作るほか、アボカドやアーモンドなどに
多く含まれるビタミンEには、末梢血管を広げて血
液循環を良くする働きがあります。
※体を温める食材：にんにく、しょうが、ねぎ、にら、
とうがらし、青じそ、かぼちゃ、くるみ、黒砂糖など

体の隅まで血液を届ける生活習慣
体を締め付ける衣服や靴は避けましょう。 
38 〜 40度のぬるめの湯にゆっくりつかりましょう。
血行促進とリラックス効果を得られます。熱い湯は
体の表面だけ温まり、内部が十分に温まらないこと
が多く、また急激に血圧を上昇させるので避けまし
ょう。 

自律神経を整える生活習慣
十分に睡眠をとって心身を休ませましょう。 　　 
歩く習慣やストレッチなど、日常に適度な運動をと
りいれましょう。筋肉量のアップにもつながります。

　寒い季節になると、手先や足先の冷えが気になりませんか？西洋医学には冷え性という病名
はありませんが、東洋医学では冷えによる肩こりや腰痛、便秘や肌あれ、抵抗力の低下などと
いった症状が多数存在し、まさに「冷えは万病の元」といえます。冷え対策をしっかり行って、
冬を元気に乗り切りましょう。
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■申込条件
・住宅に困窮している方【生年月日が昭和31年4月2日以降の単身者は
　入居できません。（障がい者、生活保護世帯等を除く）】
・同居または同居予定の親族(婚約者含む)のある方
・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯
・市税を滞納していない世帯
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない方
※ペットの飼育はできません。※入居の際は連帯保証人が１人必要となります。
■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
家族数 同居親族 年間総収入額 摘　　　　要
１人 ０人 2,967,999円以下 年金や事業所得者、身

体障がい者、所得のあ
る方が2人以上、未就学
児童がいる世帯などは
基準が異なります。

２人 １人 3,511,999円以下
３人 ２人 3,995,999円以下
４人 ３人 4,471,999円以下

■市営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１カ所選んで、お申し込みください。）
№ 住　　　　　　所 住　宅　構　造 タイプ面積（㎡） 階 住宅使用料 入居要件
1 大曲2丁目5番10号棟 H7年築・4階建団地 2LDK・59.9 2 19,300円～ 37,900円 2人以上世帯
2 駒場北2丁目1番7号棟 S62年築・3階建団地 3LDK・78.4 1 22,900円～ 45,000円 3人以上世帯
3 つくしヶ丘6丁目9番1号棟 H6年築・4階建団地 2LDK・70.6 1 22,500円～ 44,200円 2人以上世帯
4 つくしヶ丘6丁目9番2号棟 H8年築・4階建団地 2LDK・67.4 1 22,000円～ 43,200円 2人以上世帯
5 つくしヶ丘6丁目11番1号棟 H10年築・3階建団地 2DK・58.8 1 19,600円～ 38,400円 1人以上世帯
6 駒場南8丁目11番3号棟 H7年築・3階建団地 2DK・56.1 1 18,500円～ 36,300円 1人以上世帯
7 駒場南8丁目12番2号棟 H4年築・3階建団地 2DK・57.8 1 18,300円～ 36,000円 1人以上世帯
　※１）この空き住宅の情報は、12月25日現在のものです。受付開始までに「他の団地」や「入居要件の異なる」空き住宅が発生
　　　　する場合もありますので、担当係までお問い合わせください。
　※２）高齢者向け住宅は世帯全員が 60歳以上でなければ入居できません。
　※３）入居者負担の設備がありますので、お問い合わせください。
　　　　例：照明器具・暖房器具・灯油タンクなど（団地・長屋共通）　浴槽・風呂釜・給湯設備など（長屋・一部団地）

■次回受付期間（予定）平成 28 年 5 月上旬　　問い合わせ／建築課住宅管理係　電話 44-6111（内線 293・313）

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない方
※ペットの飼育はできません。※入居の際は連帯保証人が１人必要となります。

市営住宅
　入居者募集

■申込方法
　受付期間／ 2月1日（月）～2月5日（金）
　受付場所／市役所２階	建築課住宅管理係
　提出書類／収入を証明できるもの（最新の源泉徴収票等）
　　　　　　市外在住者は住民票
　※必ず印鑑をご持参ください。
　※年度途中に職場が変わっている場合はご相談ください。
　抽選日・会場／ 2月12日（金）	午前10時・ｴｺｰｾﾝﾀｰ	２階大会議室
　入居指定日／平成28年3月1日(火)

■申込条件
・住宅に困窮している方(持家がない方等）
・同居または同居予定の親族（婚約者含む）のある方	
・年間総収入額が下記の収入基準以下の世帯
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない方
※ペットの飼育はできません。※入居の際は連帯保証人が１名必要となります。
■収入基準（給与所得者が１人のときの年間総収入額）
家族数 同居親族 年間総収入額 摘　　　　要
１人 ０人 2,967,999円以下 年金・事業所得者、身

体障がい者、所得のあ
る方が２人以上、未就
学児童がいる世帯など
は基準が異なります。

２人 １人 3,511,999円以下
３人 ２人 3,995,999円以下
４人 ３人 4,471,999円以下
５人 ４人 4,947,999円以下

■公開抽選　　抽選日／ 2月24日　10時　
　　抽選会場／エコーセンター 2000　2階　大会議室

■道営住宅空き状況（入居要件に該当する住宅を１カ所選んで、お申し込みください。）
№ 住　　　　　　所 募集部屋数 タイプ面積(㎡) 階 住宅使用料 募集区分
1 緑町2-1　グリーンタウンリバーサイド団地1 １戸 3LDK/79.2㎡ 5 21,100～ 41,400 一般世帯向け
2 緑町2-3　グリーンタウンリバーサイド団地3 1戸 3LDK/74.2㎡ 4 20,000～ 39,300 一般世帯向け
3 北12条西2丁目2-8　サンリッチヴィラ団地C 1戸 3LDK/73.6㎡ 3 23,200～ 45,600 一般世帯向け
4 緑町2-2　グリーンタウンリバーサイド団地2 1戸 3LDK/71.8㎡ 1 19,600～ 38,500 高齢者等世帯向け
5 北11条西2丁目1-2　サンリッチヴィラ団地A 1戸 2LDK/58.5㎡ 1 19,600～ 38,500 高齢者世帯（シルバーハウジング）
※)　詳細については、お問い合わせください。
■次回受付期間（予定）／未定　　　　　　　
■問い合わせ／道営住宅指定管理者　有限会社　藤原工産　☎45-3161　（ﾎｰﾑﾍ゚ ｰｼﾞ http://fk-japan.jp）
※「道営住宅入居申込みのしおり」「北海道営住宅入居申込書」等の配布を行っていますので、問合先まで御確認ください。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でない方
※ペットの飼育はできません。※入居の際は連帯保証人が１名必要となります。

道営住宅
　入居者募集

■申込方法
受付期間／2月14日～ 2月17日（9時30分～ 16時30分）
受付場所／14日エコーセンター 2000　　2階　会議室Ａ
　　　　　15日道営住宅お客様センター（藤原工産内）
　　　　　16日エコーセンター 2000　　2階　会議室A
　　　　　17日エコーセンター 2000　　2階　会議室Ａ
提出書類／・収入を証明できるもの（源泉徴収票写し等）
　　　　　　	平成26年1月1日以降にお仕事が変わられている
　　　　　　場合は所定様式の給与証明書の提出が必要です。
　　　　　・世帯を確認できるもの（保険証写し等）
　　　　　　※必ず印鑑をご持参ください
入居可能日／平成28年3月下旬予定
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