
脳ドック希望
①郵便番号
②住所
③氏名（ふりがな）
④国保記号番号
⑤電話番号
⑥希望する病院
　　第 1希望
　　第 2希望

記入例（はがき裏面）

国民健康保険に加入の方へ 脳ドック受診者を募集
脳の病気の早期発見や予防のため脳ドック検診の助成を行います。
検査は脳の断層撮影や血管撮影などです。ペースメーカーを装着している方や外
科用クリップなど体内に金属を埋め込んでいる方は検査を受けられないことがあり
ますので、手術を受けた医療機関等にご確認ください。※受診は 5月以降となります。

対 象　25年 4 月 1 日現在40歳以上で、国民健康保険に
継続して 1年以上加入し、24年度の特定健康診査を
受診している方（職場健診等の健診結果を市に提出
した方を含む）
　 ※20～24年度に国保の脳ドックを受診した方、現在
脳外科に通院中の方や国民健康保険料を滞納してい
る方を除きます。
定員　350人（応募多数は抽選）
　※当選された方へのみ 4月末に通知します。
自己負担額　5,000円（受診時に病院へお支払い）

検 査機関　市立函館病院、函館市医師会病院、函館中
央病院、函館新都市病院、共愛会病院、脳神経セン
トラルクリニック（ご希望に添えない場合もあります）
申 込方法　はがきに記入例を参考に
必要事項を記入し 4 月 8 日㈪（ 1
人 1 枚限り、消印有効）までに、
国保年金課（〒040-0001五稜郭町
23-1）へ。※往復はがきは使用し
ないこと。（返信はしません）
お問合せ　国保年金課
　　　　　☎32-2215

トレーニングマシンの利用と運動講座（各時間帯に 1
回開設）が受講できます。

時間・曜日　
・午前の部（ 9時～正午） 日・月・木・土曜日
・午後の部（ 1時～ 4時半）  日・月・木・土曜日
・夜間の部（ 5時半～ 8時半） 月・水・木・土曜日

料金　 1回400円
※回数券（使用券11枚綴り）4千円もあります。
※「公の施設無料・半額利用者証」の対象施設です。

健康づくりプログラム《予約制》
体力づくりやダイエットの効果を高めるため、アドバ
イスが欲しい方にお勧めです!
健康診断（過去 1年以内）と体力測定の結果をもとに生

活・栄養・運動のプログラムを健康運動指導士・管理栄
養士が提供します。

実施日　第 1金曜日（午前）、第 3水曜日（午後）
料　金　 1回600円

施設の専用使用が可能です
フィットネスルーム、トレーニングルーム、ストレッ
チルームは、団体による専用使用ができます。詳しいこ
とはお問合せください。

お問合せ　健康増進課　☎32-1515

日々のくらしの中で生じるさまざまな問題について専
門家のアドバイスを受けられる窓口です。
相談を希望する方は、来庁または電話で、日時と内容
をご予約ください。

■市役所市民相談室（☎21-3136）
種　別 曜　日 時間 内　　　　容

弁護士による
「法律相談」

水・金曜日
第2火曜日

午後1時
～3時

・金銭の貸借
・契約上のトラブル
・相続、遺言
・離婚問題、慰謝料
・交通事故の補償
・その他民事問題

司法書士による
「登記等の相談」 第2・3・4木曜日 午後1時

～3時
・不動産や法人登記手続き
・訴状や調停、供託の手続き
・相続、贈与等

行政書士による
「法律手続相談」 第1火曜日 午後1時

～3時
・各種書類の作成方法
・家賃の催促
・相続、贈与の手続き

不動産鑑定士による
「土地・家屋相談」

1月～6月
　第2・4木曜日
7月～12月
　第2木曜日

午前10時
～正午

・土地、建物等の価格
・賃貸借料、権利金等
・ 明け渡し等の賃貸借契約等

人権擁護委員による
「困りごと・
　心配ごと相談」

第1・3火曜日 午前9時半
～11時半

・ 夫婦や親子関係のもめごと
・ 児童生徒のいじめ、暴力
・ 隣近所のいやがらせ等

■亀田支所市民相談室（☎45-5581）
種　別 曜　日 時間 内　　　　容

弁護士による
「法律相談」 第1・3火曜日 午後1時

～3時

・金銭の貸借
・契約上のトラブル
・相続、遺言
・離婚問題、慰謝料
・交通事故の補償
・その他民事問題

ご利用ください
総合保健センター4階
健康増進センター

ひとりで悩まずご相談を
市民特別相談
《予約制》

3［市政はこだて］平成25年4月

kouhou
HPアップボタン

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/hokensyo/zoushin/kzc/top.html
kouhou
HPアップボタン

http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/shimin/soudan/soudan01.html


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b002730e130fc30eb90014fe1752800270020306b57fa3065304f005d0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


