医療費は
節約できます

にも、１年に１回は健康診断を受
けましょう。

にしています。

後期高齢者医療制度
被保険者の方に医療
費通知を発行します

医療費通知とは

診療を受けた際にかかった医療

費の総額を半年ごとにはがきでお

知らせしています。

健康管理やご自身の医療費の把

握にご利用ください。

希望者にのみ発行します

医療費通知は、希望者にのみ無

料で発行しています。ご希望の方

はご連絡ください。なお、すでに

発行希望の連絡がお済みの方は、

再度の連絡は不要です。

次のことにご注意ください

○記載している医療費は、総額と
なっています。窓口の自己負担

分ではありません。

○この通知を確定申告（医療費控
除）の領収書として使うことは

できません。

○診療 内 容 の 審 査 な ど の 都 合 上 、
一部の受診記録を記載していな

い場合があります。

問合せ 住民課戸籍保険グループ

☎ ・２１３０

・

・５６０１

北海道後期高齢者医療広域連合

☎

6
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を予防し健康な生活を送るため
に、規則正しい生活を心がけまし

※町では、基本健診の対象者を

日常的な病気の治療や医療相談

歳以上に拡大し、自己負担を無料

ょう。

民医療費の概況によると、国民
などに応じてもらえる「かかりつ

○かかりつけ医を持ちましょう

医療費は年々増加傾向にありま
け医」を持つことは大切です。気

厚生労働省が公表している国

す。平成 年度の国民１人当たり
になる症状があれば、まずはかか

○ジェネリック医薬品を活用しま

う。

りつけ医を訪ねるようにしましょ

万円で、５年前

年度と比較すると、約

の医療費は約
の平成
４万３０００円も増えています。
本町の医療費の状況も同様に、
増加の傾向にあります。
国民健康保険や後期高齢者医療
っているのが、加入者の皆さんが

しょう
ジェネリック医薬品は、新薬で

なく、価格が安いというメリット

ある先発医薬品と薬の主な成分が
緊急ではないのに割増料金のか

があります。医師や薬剤師と十分

○休日や夜間、重複受診は避けま

一人一人のちょっとした心がけ

かる休日や夜間に受診したり、同

相談し、利用が可能な場合には活

せざるを得なくなり、家計への負

で医療費を抑えることができま

じ病気で複数の医療機関を受診す

用しましょう。

同じなので効能、効果に変わりが

す。次のポイントを意識して医療

ることは医療費の増加につながり

※ジェネリック医薬品（後発医薬

しょう

費の無駄遣いを減らしましょう。

ます。基本的な受診のルールを守

担当 住民課戸籍保険グループ

許可される医療用医薬品です。

占販売期間が終了した後に販売が

品）は、新薬（先発医薬品）の独

担も大きくなってしまいます。

が増えると保険税（料）も値上げ

納める保険税（料）です。医療費

が負担する医療費の主な財源とな

20

るようにしましょう。

○生活習慣を見直し、栄養・運
動・休養をバランスよくとりまし

病気を未然に防ぐため、また病

○定期的に健診を受けましょう

偏った食生活、運動不足やスト

気を早期発見し早期治療するため

76

290

ょう
レスなどが原因となる生活習慣病

011

30

23

18

みんなで
育てよう

常識を疑ってみる
青少年健全育成町民会議
代表 笠井 正憲

日㈰ゆめりあホール

ました。

開催され、 人の参加があり

の売り上げが５倍になったそ

降、製薬会社の高血圧治療薬

この数値が設定されて以

ると、すぐオーバーしてしま

ならちょっと年齢が上が

全育成運動の呼びかけ」でつ

最後に笠井実行委員長の「健

大きな感動が生まれました。

山形和行さんの講演が行われ

工房代表（元全日空機長）の

と 題 し て 、「 夢 ・ 実 現 」 未 来

発表され、続いて「夢・実現」

ーマに小中学生の優秀作文が

「ゆめ、希望、願い」をテ

上村佑衣奈（新中２年）

齋藤

髙崎

岩田

旅人（新小５年）

山野寺

水月（新小６年）

小野眞之介（新小５年）

【優秀賞】

綾乃（新中２年）

美来（新小６年）

んはどうお感じですか。自分

うです。日本人はこの基準値

林

【最優秀賞】

の常識を疑ってみることはあ

に振り回されています。この

どいを閉じました。

います。私が育った時代（
歳代）の常識が今では全く逆
になったりするのです。皆さ

りますか。

います。

雛（新中３年）

特に医療関係での常識が大

事も十分調べてみることが重

※29団体から理事が選
出され、理事会を構成、
町民と町内で働く方は
誰でも参加できます。

常識は時代と共に変化して

きく変わっているように思い

基準値は変化しています。
そこが重要です。なぜ変わっ

きな時代の変換期では致し方
ない事もありますが、最近の

たか、それが理解できれば基

が大きく変わっています。常

今の時代、いろいろなこと

くなると思います。

準値に振り回されることがな

ニュースでは健康診断の数値
が話題になりました。
自分の話ですが、昨年血圧
が最高 であった時「医者に
行きなさい。これは高血圧で

子どもたちとの関わり方も

識も疑ってみてはいかがでし

今まで常識と思っていたこと

す」と言われたのです。自分
生活も良好だったので、もち

ょうか。
ろん医者には行かず、自宅に

が大きく変わってしまってい

は何も異常を感じず、普段の

あった血圧計で毎日測ってみ

るかも知れません。子どもた

構成団体
関係機関

笠井 正憲
小玉 博崇
木村 文秋
金行 健次
小林 広美
坂林 末美
皆川 弘美
博田有見子
佐川
譲
工藤 晃敬
川下 晃弘

代
表
副 代 表
同
上
事務局長
会
計
事務局員
同
上
同
上
同
上
同
上
同
上

理事会

事務局会議

60

～ 位で一定していま

青少年健全育成町民会議

要だと思います。

264

作文発表と結果 （敬称略）

青少年健全育成のつどい開催
６月

ほどでどんどん下げられ、何

で青少年健全育成のつどいが

とメタボ健診の時に に定め

年

は青少年健全育成活動に対し

高血圧の判定数値がここ

て深いご理解とご協力を賜

られた事が分かりました。

日頃より、町民の皆さまに

り、
心より感謝申し上げます。

40

ます。戦前と戦後のように大

130

ちと接する機会を増やすこと

青少年健全育成町民会議

130

で理解を深めてみましょう。

織】
【組

ると

150

インターネットで調べる と、

した。

Shintotsukawa 2014.8

7

15

標】○心のかようあいさつをしよう
○ゴミのない美しい町にしよう
○子どもたちをまもり育てよう
【目

150

140

29

が、何をやったらいいのかが

を、どのように、という観点

いつ、どこで、だれが、何

学習したことを自分の身の回

るすべての現象の学習です 。

理科は身の回りに起きてい

②生活に結びつけて考える

分からず、せっかくやろうと

でまとめるとより理解が深ま

りで起きている現象に結びつ

②５Ｗ１Ｈ

したのに無駄な時間となって

るはずです。

うことを進めてほしいのです

中学生なら何度も聞いたこ
しまうこともあるかもしれま

中学生必見！
「自分のため」の勉強

とのある言葉ではないでしょ
せん。

いう言葉が返ってきそうで

理科、英語それぞれについて

そこで、国語、社会、数学、

とにかく、「 計算のオニ 」

①声に出して読む

【英語】

楽しくなります。

けてみましょう。より理科が

う か 。「 で も な か な か … 」 と
す。本心からそう思えるには

少しですが、学習のポイント

になりましょう。１度や２度

【数学】

まだ時間がかかるかもしれま

を述べてみたいと思います。

先生の発音をよく聞き、最

教科書の例題をもとにして

読めて、意味が分かって、

低３回は読み直しをしましょ

意外と読めそうで読めない

その解き方を理解し、より多

書けて、ということができる

とやるべきです。

漢字に気がつくことがあるか

くの問題に触れましょう。数

とかなり違います。

【国語】

もしれません。筆者や主人公

学はいろいろな見方や考え方

う。ＣＤも有効です。

の気持ちを自分の気持ちと比

に触れ自分の視野を広げるこ

②問題集のフル活用

較してノートに記述してみる

とができる教科です。

【おうちの方へ】

②基本文をマスターする

のもいいですね。

①声に出して教科書を読む

ではありません。３度、４度

①繰り返し解く

せんね。もう少し年を重ねて
から分かることも世の中には
多くあるものです。

さて、そうは言っても未来

言葉の意味が分かれば文章

①実験の見直し

あげてください。自分で決め

子どもが学習できる環境

はいかず、時間は着々と進ん

の意味もより深くわかるはず

が、そうでない場合もあると

②分からない言葉は辞書で

でいます。中学生では家庭学

です。また辞書を使うと語彙

理科といえば 実
｢験 ｣です
ね。他教科には見られない特

思います。また、励ましたり

のその時を待っているわけに

習を自主的に進められる子と

力が高まり、国語力がアップ

徴的な学習です。その実験の
ましょう。

目的や結果をしっかりまとめ

す。定期試験だけではなく、

褒めたりすることも大切で

て行なえることが最良です

（場所や時間など）を作って

そうでない子の学力差が顕著

すること間違いなしです！

【理科】

に見られる傾向があります。
ただ受動的に教わったこと

【社会】

も目を通し、子どもの伸びを

を、という感覚ではなく、自

教科書やノートをしっかり

見逃さずに声かけをしてあげ

小テストや単元テストなどに
動的に学習に向かう姿勢が必

見直し、ポイントをおさえま

てください。

①復習を重点的に
要になると思います。まずは

しょう。

ら課題を見つけ（探し）て能

実践ありきで、毎日机に向か

8
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