子宮がん・乳がん検診

HEALTHY
GUIDE

のお知らせ

次の日程で、子宮がん・乳がん検診を実施します。名寄市国民健康保
険に加入している方や、子宮頸がん検診・乳がん検診無料クーポン券を
お持ちの方は無料で受けられます。その他の健康保険に加入している方
も、２年に１度の受診で市の補助が受けられますので、ぜひこの機会に
お申し込みください。
【検診の対象】
日

程

子宮がん検診…２０歳以上の女性
乳がん検診……４０歳以上の女性
検診内容

時

間

９月

６日（火）

① 9：00〜 9：30

９月

７日（水） 子宮がん検診

②10：00〜10：30
③13：00〜13：30

９月２９日（木）
９月３０日（金）

乳がん検診

場

所

申し込み・問い合わせ
保健センター
名寄市西２北５丁目
01654②1486

休日当番医
保健センター

④14：00〜14：30
※空きのある日程を載せています。

このほか名寄市立総合病院や旭川がん検診センターでは、自分の予定
に合わせて子宮がん・乳がん検診などが受けられます。
また、無料クーポン券や料金についてなど詳しくは保健センターまで
お問い合わせください。

特定不妊治療費助成事業について

急患に限ります
8月 7日

市立総合病院
01654③3101
14日 吉田病院
01654③3381
21日 名寄中央整形外科
01654③2006
28日 名寄三愛病院
01654③3911
9月 4日 市立総合病院
01654③3101
救急医療情報案内
フリーダイヤル
0120−20−8699

北海道では、不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図ること
を目的に、不妊治療費助成事業を実施しています。
対象となる治療
体外受精および顕微鏡受精が対象となります。
ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による
不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象になりません。
対象となる方（次の１〜４のすべての要件に当てはまる方です）
１．夫婦のいずれか一方が道内に住所を有すること
（札幌市、旭川市、函館市の政令指定都市、中核市を除く）
２．法律上の婚姻をしていること
３．知事が指定した医療機関での治療が対象となります。
４．夫婦の前年の所得（合計額）が730万円未満であること
（５月末までは前々年の所得、６月以降は前年の所得）
助成の内容（額および期間）
・１回の治療につき15万円まで、１年度目は年３回、２年度目以降は
年２回、通算５年間助成します。（通算10回を限度）
・１回の治療に要した費用が15万円に満たないときは、その治療に要
した額となります。
・助成対象は治療に関わる料金のみとし、個室代や食費などは含まれ
ません。
助成の手続き・必要書類など詳しい問い合わせ
上川総合振興局保健環境部名寄地域保健室（名寄保健所）
健康推進課健康推進係（ ０１６５４③３１２１）
北海道子ども未来推進局のホームページからもご覧になれます。

子育て保健
ミニカレンダー
８月
2日(火) １歳６カ月児健診
3日(水) 二種混合(小６)
4日(木) ３〜４カ月児健診
ＢＣＧ
9日(火) 二種混合(小６)
12日(金) 二種混合(小６)
15日(月) 股関節脱臼検診
23日(火) ７カ月児健診
24日(水) ちびっこひろば①
25日(木) ３歳児健診
26日(金) 親子ふれあいひろば
29日(月) 赤ちゃん計測日
30日(火) ちびっこひろば②
31日(水) のびのび親子教室
※風連会場は風連地区の方のみ
を対象として実施しています。
※詳しくは母子保健カレンダー
をご覧ください。

広報なよろ第65号

10

L
児童センターからのお知らせ
児童センターまつり

児童センターバス遠足

〜子どもも、大人も一緒に夏を楽しもう〜

●と き ９月１０日（土） ７：３０集合
●行 き 先 旭山動物園

●と

き

８月１０日（水）１３：３０〜１５：３０

※悪天候の場合、行き先が旭川市科学館サ

（受け付けは１３：３０〜１４：３０）
●と こ ろ

児童センター

●内

子ども縁日

容

お楽しみカードを購入し、各お店を１回ず
つ楽しむことができます。
カキ氷、フランクフルト、くじ引き、ヨー
ヨー作り、バルーンアート（風船で動物、

●参 加 料

●参加方法

イパルに変更となります。

●対 象
●参 加 料
●定 員
●申込期間
●申込方法

市内各小学校児童
１００円（傷害保険代）
３０人
８月２０日（土）〜２７日（土）
参加料を添えて、なよろっこ９月号に掲載

花などを製作）、しおり作り、ミニバスケ

される申し込み書で申し込み下さい。

ットシュート、ビンゴゲーム

※電話では受け付けていません。
※詳細はなよろっこ９月号でお知らせしま

一人３００円（縁日お楽しみカード代）
※カキ氷・フランクフルトのみ現金販売

す。なよっろこ９月号は、夏休み明けに各

（１杯５０円、数量限定）

小学校へ配布する予定です。

当日、会場までお越しください。（幼児は
保護者同伴）
※入り口は正面玄関

●定

員

１００人程度（お楽しみカードがなくなり

●申し込み、問い合わせ
児童センター
・FAX

次第受け付けを終了します）
●持 ち 物

カバン､上靴､お楽しみカード代(３００円)

名寄市地域子育て支援センター
「さくらんぼ」( 01654②5683）

１1

０１６５４③３４６５

名寄大谷認定こども園子育て支援センター
「ちゅうりっぷ」
（連絡先 01654⑧7711)

８月・９月の催し

８月行事予定

●親子講座「わくわくミュージック」
・と き ８月２日(火）10：00〜11：30
・ところ 市民文化センター
・内 容 音楽を通して親子の心のふれあいを深
めましょう。
●親子遊びの広場「合同子育て支援多世代交流会」
・と き ８月２３日(火）10：00〜12：30
・ところ 名寄市立大学 恵陵館３階
・内 容 「さくらんぼ｣｢ちゅうりっぷ」が一緒
に遊んで交流します。更に、多世代の
方と交流して楽しく過ごしましょう。
※昼食（お弁当）を持参してください。
※幅広い世代の方がた、お誘い合わせ
のうえご参加ください。
●親子講座「母乳と子育て」
・と き ８月３０日(火）10：00〜11：30
・ところ 市民文化センター和室
・内 容 助産師の吉田征子氏と一緒に子育てに
ついて学びましょう。
※事前申し込み（定員20人、託児あり）
●音楽鑑賞「ふれあい親子コンサート」
・と き ９月６日(火）10：00〜11：30
・ところ ほっと２１
・講 師 ピアノ＆エレクトーンBean's★
・内 容 遠藤ちゆき先生、遠藤麻里先生と一緒
に楽しく過ごしましょう。

●のびのびひろば「身体測定」
（自由あそびのなかで行います）
・と き ８月１７日(水) ９:００〜１０:３０
・ところ 名寄大谷認定こども園保育園２階
●ファミリーひろば １０：３０〜１１：３０
・８月１３日(土) 子育て相談・電話相談・絵本貸し
出し
・８月２７日(土) ちゅうりっぷ開放日「水あそび」
※詳細はお問い合わせください。
・ところ 名寄大谷幼稚園ゆうぎ室
※８月２３日（火）名寄市立大学に行ってあそぼう！
この日は「さくらんぼ」「ちゅうりっぷ」と多世代の
方と交流します。

平成23年８月号

健康づくり体操教室のお知ら せ
・と

き

８月11日(木)･18日(木)･25日(木)･29日(月)
９：30〜11：15
・ところ 総合福祉センター
・内 容 フォークダンス・民謡踊り・自きょう術
・持ち物 上靴
・申し込み 当日会場で受け付けます。
・問い合わせ 名寄庁舎２階 高齢介護課高齢福祉係
01654③2111 内線3231

