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　2018 年以降、風しんの患者数
が増加していることを受け、これ
まで予防接種を受ける機会のな
かった年代の男性へ風しんの抗体
検査と予防接種を令和６年度まで
延長して実施しています。
▼料金　無料　※クーポンをお持
ちでない場合は有料です。クーポ
ン券がお手元にない場合は、健康

　年に一度、健診で身体の状態を確
認することで、重大な病気の早期発
見・早期治療につながります。治療
中の方も、普段は行わない検査項目
が、健康診査で受けられる場合があ
りますのでご活用ください。
　受診には受診券が必要ですので、
健康推進係まで問合せください。
▼対象
当別町に在住の 75 歳以上の方、
65 歳以上で当別町後期高齢者医
療に加入している方
▼期限
令和５年３月 31 日（水）まで
▼検査項目　問診、身体計測、尿
検査、血圧測定、血液検査（脂質、
血糖、肝機能、尿酸、腎機能、貧
血）、心電図、必要者に眼底検査
▼料金　600 円（当日持参）

推進係までご連絡ください。
▼受診方法
① 当別町の発行するクーポン券
を使い、健康診断の機会や医療機
関で抗体検査を受けます。
② ①の抗体検査結果が基準値より
低い場合、予防接種を実施します。
▼対象
昭和 37 年４月２日～昭和 54 年
４月１日生まれの男性
▼問合せ　保健福祉課健康推係
　（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

▼持ち物　被保険者証、受診券
( オレンジ色 )、問診票
▼健診実施医療機関　　　　

健康ひろば（p.26）に掲載して
います。医療機関に事前に予約し
てください。
▼問合せ　保健福祉課健康推進係
　（ゆとろ内・☎ 23 － 4044）

診 査診 査
１年に 1 度は受けましょう
 後期高齢者健康診査

働く世代男性の風しん
抗体検査・予防接種

検 査 ・ 接 種検 査 ・ 接 種

啓 発啓 発
5 月は集中美化強化月間！

　5 月 1 日～ 5 月 31 日は、集
中美化強化月間です。一人一人が
環境景観を意識し、美しいまちづ
くりに努めましょう。
▼問合せ　環境生活課環境対策係
　（☎ 23 － 2503）
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　日本赤十字社では、地震などの
災害や内戦等の紛争に対して、さ
まざまな支援活動を行っています。
現在のコロナ禍においては、全国
の赤十字病院における患者治療は
もちろん、障がい者施設等での感
染拡大防止のための取り組みにも
努めています。
　これらの活動を展開するため
に、赤十字の活動に賛同して資金
協力をしていただける方や町内
会、日赤奉仕団や協賛委員の協力
が必要です。活動に賛同し、毎年
500 円以上の資金協力をしていた
だく方（社員）を募集しています。
関心がある方は、地域の協賛委員
または福祉係へご連絡ください。
▼問合せ　保健福祉課福祉係
　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

　森林は一旦火災などで失われる
と、その大切な機能が回復するま
でには何十年もの年月を要しま
す。山火事のほとんどは、人間の
不注意によって起きていますの
で、未然に防止することも可能です。
　かけがえのない貴重な森林を守
るため、ご協力をお願いします。
▼問合せ
　ゼロカーボン推進室林政係
　（☎ 27 － 5089）

注 意注 意

山火事にご注意を！

　住宅の耐震化を進めることは、
自身の生命や財産を守るととも
に、まちの安全性を高めることに
もつながります。
　まずは、住宅が地震に耐えられ
るか診断を受け、住宅の状況を確
認してみることが大切です。
▼対象　次のいずれの条件も満た
している個人の方
・ 町内に木造住宅を所有し、そこ
　に住んでいる。
・ 昭和 56 年 5 月 31 日以前に着
工した住宅。
・ 戸建て住宅または併用住宅。
・ 在来軸組工法または枠組壁工法
の 2 階建て以下の住宅。
・ 法令に違反していない住宅。
▼補助額　耐震診断費用の 3 分
の 2 以内（上限 2 万円）

補 助補 助
住宅の耐震診断費用の
一部を補助します

▼受付期限
　９月 30 日（金）まで
　※土・日・祝日は除く
▼申込み・問合せ　

　建設課建築住宅係
　（☎ 23 － 3147）

募 集募 集
赤十字社員に加入しませんか
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▼日時
５月 10 日（火）～ 15 日（日）

　10 時～ 17 時
▼場所　多目的ホール
▼入場料　無料
▼問合せ　（☎ 23 － 3945）

寄付・寄贈
☆当別町ふるさと納税へ
■３月 1 日～３月３１日納入分

計 8,005 人から 9,199 万円ご
寄付いただきました。
※ご寄付いただいた方の氏名等は
町ホームページに掲載しています。
☆当別町社会福祉協議会へ
▼当別町ことぶき大学

受講生一同より　　　 ５千円
タオル 29 枚、雑巾 5 枚、靴下
13 足、石鹸 43 個
▼匿名の方より
　　　　      総額 1 万 3,167 円
▼長谷川 栄一さんより　　３万円
▼滝本 靖子さんより    雑巾 50 枚
▼故）竹田 仁志さんより 　 
　　　　　　　　　　　 50 万円
☆「愛の小箱」募金へ
　　　　　　   総額 1 万 466 円

　花や野菜、ハーブなどの苗を
各種とたい肥も販売します。
▼日程　5 月 18 日（水）～
　６月 19 日（日）
▼問合せ　（27 － 6600）

　当日はオリジナルのテイクア
ウトメニューを販売します。
▼日程
　5 月 21 日（土）、28 日（土）
▼問合せ （☎ 27 － 6600）

アスパラフェア2022

苗ものマルシェ2022 竹田和雄油彩画個展

ふれあい倉庫で開催されるイベントを紹介します！
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●川村　義雄さん
　令和４年４月９日逝去（92 歳）
　昭和 59 年　町政功労者表彰
＜経歴＞
　昭和 47 年から平成 17 年まで
農業委員会委員として、町政発展
のために寄与されました。
　ご冥福をお祈りいたします。

町政功労者逝去

マスクの
寄付をいただきました

北海道行政書士会札幌支部(札
幌市・酒匂桂子支部長）からN95
マスクの寄付をいただきました。
　施設等でクラスターが発生し、マ
スクが不足している場合などに配布
を行い活用させていただきます。

☆身体障がい者相談員 三浦勇吉さん

☆知的障がい者相談員 磯石万
ま り

里さん

身体・知的に障がいのある方か
らの相談や地域における障がい者
に関する相談などに応じます。
▼詳細　介護課障がい支援係

（ゆとろ内・☎ 25 － 2665）

相談員の紹介

　３月 31 日付で垣野亜紀子氏が
退任され、４月１日付で民生委員
が変更となりました。
 ・門脇　一惠　氏　（緑町地区）
　民生委員は守秘義務のもと地域
での生活相談や子どもに関する相
談などを行っています。安心して
ご相談ください。
▼問合せ 保健福祉課福祉係
（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

相 談相 談
民生委員が変わりました民生委員が変わりました

　議会だよりは、例年５月、８月、
11 月、２月をめどに発行してい
ますが、第 209 号は紙面等の調
整のため６月に発行します。
▼問合せ
　議会事務局総務係
　（☎ 23 － 3247）

議 会議 会
議会だよりは
６月１日に発行します
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