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講座・お知らせ

　さきの大戦で亡くなられた網走市に
関係する戦没者の方々を追悼し、平和
への誓いを新たにするため、次により
戦没者追悼式を実施します。市民多数
の参加をお願いいたします。
日時／ 8月6日 10時
会場／にいはら斎場大ホール
問合先／社会福祉課庶務係（内線336）

　網走市食生活改善協議会では、自分
に見合った健康づくりを実践するヘル
スサポーター養成するための講習会を
実施します。食改さんと一緒に「健康
づくり」のおさらいをしてみません
か？
日時／ 9月3日 9時30分～ 14時（9時15
分受付開始）

時　間 講　習　内　容

9:30～ 9:50 ヘルスサポーターって？
健康日本21ってなに？

9:50～10:20 BMIと体脂肪どれくらい？
ダイエット、あなたはどうしてる？

10:30～13:00
1日9gの塩分ってどれくらい？
さぁ作ってみよう！
～おいしく楽しい食卓を～

13:10～13:50 やるぞ！私の改善点と目標

13:50～14:00 閉講式、登録証授与

定員／ 30人　
参加費／ 300円
持ち物／電卓・筆記具・エプロン・三
角巾・おしぼり
申込期限／8月21日（昨年受講された方
はご遠慮願います。）
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　親子で楽しく料理をしながら「食」
の大切さを見つめ直してみませんか？
日時／ 8月6日 10時～ 13時
場所／保健センター
対象／園児・小学生とその親（小学5
年生以上の児童は、子どもだけの参加
でも可。）
メニュー／オムライス・ブロッコリー

8月のお知らせ

網走市戦没者追悼式

サラダ・野菜スープ
参加料／園児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（定員になり次第締め切
ります。）
申込期限／ 8月4日
申込･問合先／保健センター☎43-8450

　料理体験を通して正しい食生活への
認識を深めてもらおうと、栄養バラン
スに配慮した手軽にできるメニューの
料理教室を開催します。食事と健康に
ついて楽しく学びませんか？男性も気
軽にご参加ください。
日時／ 9月3日 10時～ 13時
場所／保健センター
対象／ 60歳（昭和25年1月1日までに生
まれた方）以上の市民
参加料／ 300円
持ち物／エプロン・おしぼり・三角巾
定員／ 30人（定員になり次第締め切
ります。）
申込期限／ 8月21日
申込・問合先／介護福祉課高齢者福祉係
 （内線288）

遊泳場所として指定されているところ
以外は危険！
●急に深くなっている場所があります。
●潮の流れが速くなっている場所（離
岸海流）があります。●水上バイクな
どとの衝突が心配されます。
お酒を飲んだら泳がない！
●アルコールの影響で平衡感覚が鈍っ
ていたり、正常な判断ができなくなっ
ている場合があります。●泳げる人で
も溺死することがあります。
子どもから目を離さない！
●子どもは水遊びに夢中で、周囲への
注意を欠きがちです。保護者が目を離
したすきに流されたり溺れたりするこ
とがあります。●危ないと思ったら自
分の子どもでなくても注意しましょう。
衣服のまま水に落ちたら？
●衣服が水を吸って体が重くなったよ
うに感じます。特に足がつかない場合
などは恐怖感や不安感に襲われます。

●慌ててしまい余裕を無くしたり、暴
れて体力を使ってしまうと、死亡事故
につながる場合もあります。●陸まで
辿り着けなさそうなときは、無理に泳
がず静かに救助を待ちましょう。
万が一、水難事故が発生したときは？
●事故が発生したことを大声で周囲に
知らせ、119番通報をお願いしましょう。
●流された人から目を離さず、木や岩
など複数の目印を設定し、どこまで流
されたのか、どのあたりで沈んだのか
などの情報を救助隊へできる限り正確
に伝えましょう。●二次災害を防ぐた
め、泳いで助けにいってはいけません。
問合先／網走消防署管理課☎43-9494

　統合失調症･うつ病･人格障害などの
さまざまな診療経験を持つ精神科医が、
精神障がいをどのように理解すればい
いのか、精神障がい者にどのように接
すればいいのかなどについて、わかり
やく説明します。
　地域生活支援センターの役割やピア
サポーターの活動状況などについての
説明もありますので、参加を希望され
る方は8月7日までにお気軽にお申し込
みください。参加は無料です。
日時／ 8月19日 13時30分～ 16時40分
場所／エコーセンター大会議室
申込・問合先／サポートネット北見
 ☎0157-31-3399

　税関では、戦後に海外から引き揚げ
てきた方から預かった証券類を返還し
ています。
　返還請求は本人だけでなく家族の方
でも結構です。心当たりのある方はお
気軽にお問い合わせください。
対象証券類
●戦後に海外から引き揚げた方が上陸
地の税関･海運局に預けた通貨･証券　
●帰国前に樺太（真岡・大泊・豊栄・
留多加など）や満州（瀋陽・吉林・撫
順・鞍山）などにあった在外公館、日
本人自治会に預けられた通貨･証券な
どのうち日本に返還されたもの。
問合先／釧路税関支署網走出張所
 ☎43-5811

ヘルスサポーター養成講習

親と子の料理教室

シルバー料理教室

夏本番！水難事故に要注意！

講演会「精神障がいの理解と対応」

戦後引揚者へ証券類を返還しています



あばしり15 あばしり広
報

　皆さんが保険料を納め忘れないよう、
また大切な受給権を守るため、北海道
社会保険事務局が委託した事業者が電
話による案内を行っています。平成21
年度は「株式会社オリエントコーポレ
ーション」です。
●当事業者は一般競争入札で決定され
ています。●国家公務員と同様の守秘
義務が課せられ、必要な情報以外は閲
覧できません。●個人情報の保護につ
いては「行政機関の保有する個人情報
保護法に関する法律」により万全の体
制が整えられています。●電話による
納付案内では個人情報を聞き出すこと
はありません。●夜間・休日にも納付
案内を行っています。
※電話による納付確認は行き違いとな
る場合もありますのでご了承願います。
問合先／北見社会保険事務所
 ☎0157-25-9635

　児童扶養手当及び特別児童扶養手当
を受給中の方が対象です。8月以降の手
当額を決定するために必要ですので、
必ず期間内に提出してください。
届出期間／ 8月11日～ 31日
※新規請求は申請内容の審査が必要で
す。次のいずれかの要件に該当すると
思われる方はお問い合わせください。
児童扶養手当／次の要件に当てはまる
児童を監護している母等が対象です。
※18歳に達する年度末まで。ただし中
程度以上の障がいを有する児童は20歳
の誕生日まで。申請者本人が公的年金
を受給していないこと。
①父母の離婚後、父と生計が異なる児
童　②父が死亡した児童　③父が重度
の障がいにあたる児童　④父の生死が
明らかでない児童　⑤父から引き続き
1年以上遺棄されている児童　⑥父が
引き続き1年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで生まれた児童

⑧父母とも不明である児童
特別児童扶養手当／身体や精神に障が
いのある20歳未満の児童を養育してい
る父母などに支給されます。（障がい
の程度が身体障害者手帳1～3級、4級の
一部、療育手帳A･Bの一部などが該当）

児 童 扶 養 手 当 月 額
児童
1人

全部支給 一部支給
41,720円 41,710円～ 9,850円

第２子の児童については5,000円、第３子以降
の児童については3,000円を加算した額です。
特 別 児 童 扶 養 手 当 月 額

児童
1人

１級 ２級
50,750円 33,800円

届出・問合先／児童家庭課児童福祉係
 （内線260）

　就学義務猶予免除者が中学校卒業程
度の学力があるかどうかを認定するた
めの文部科学省主催の試験で、合格す
ると高等学校の入学資格を得ます。
願書受付／ 8月21日～ 9月8日
試験日／ 11月4日
試験会場／北海道庁別館（札幌市中央
区北3条西7丁目）
受験資格／①平成22年3月31日までに
満15歳以上になる就学義務猶予免除者
または免除者であった方　②就学させ
る義務の猶予または免除を受けずに平
成22年3月31日までに満15歳以上にな
る方で、平成21年度中に中学校を卒業
できないと見込まれるやむを得ない事
由があると文部科学大臣が認めた方　
③平成22年3月31日までに満15歳以上
になる日本国籍を有しない方　④平成
22年3月31日までに満16歳以上になる
方（①および③に掲げるものを除く）
※受験案内および出願に必要な諸用紙
の請求などはお問い合わせください。
問合先／管理課学務係（内線286）

　家庭などから出たごみを焼却してい
ませんか？法律の基準に従わない野外

での廃棄物焼却には厳しい罰則が適用
されます。野外焼却は、煙・すす・悪
臭により周囲の人に迷惑をかけるだけ
でなく、ダイオキシン類や塩化水素な
どの有害物質発生の原因となります。
野外焼却Ｑ＆Ａ
Ｑ　家庭のごみをドラム缶や簡易焼却
炉で燃やすのは？
Ａ　罰則の対象です。家庭のごみは、
分別方法に従い適切に分別して出しま
しょう。
Ｑ　事業所から出る弁当がらや紙くず
などごく少量のものを簡易焼却炉で燃
やすのは？
Ａ　燃やす量にかかわらず罰則の対象
です。事業者は、事業所から出るごみ
は自らの責任で適切な処理業者に処理
を委託してください。
処理基準を満たさない焼却の例／土
場・ドラム缶・簡易焼却炉などでの焼
却がこれに当たります。
廃棄物の焼却禁止違反／ 5年以下の懲
役もしくは1,000万円以下の罰金、ま
たはこれらの両方が科せられます。
問合先／生活環境課環境対策係
 （内線340）

処理時期／市街地区は毎月第3月曜日
の週を除く毎週、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8月14日が期日です。期日を過
ぎた申し込みは翌月の処理になります。
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。
手数料は速やかに納付してください。
処理手数料の減免制度／一定の要件を
満たす世帯（生活保護者・高齢者世帯・
身体障がい者・母子家庭など）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。
問合先／生活環境課清掃リサイクル係
 （内線233）

報情

環　境

子育て・教育

中学校卒業程度認定試験

児童扶養手当・特別児童扶養手当
現況届の提出をお忘れなく

野外焼却は禁止されています

し尿処理について

国民年金保険料の納付案内


