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秋田駅東地区土地区画整理工事事務所駐車場
桜四丁目の桜新公民館
広面赤沼の三吉神社の広面小側大駐車場
下北手地域センター
柳田公民館
大住二丁目の山内吉秋さん宅前
寺内地域センター
秋田市保健所
太平八田の船木たばこ店前
太平地域センター
太平黒沢公民館
太平山谷町内会駐車場
追分駅前新城川土地改良区駐車場
金足地域センター
金足下刈北野の金足牛坂公民館
南地区コミュニティセンター
御所野総合公園管理棟側駐車場
将軍野地区コミュニティセンター
寺内地域センター
東部公民館
泉地区コミュニティセンター
飯島地域センター
飯島鼠田の伊藤光たばこ店駐車場
四ツ小屋集会所
四ツ小屋岩崎電機商会横空き地
御所野下堤二丁目集会所
横森三丁目公民館前町内広場
横森四丁目公民館
楢山明田街区公園
楢山地区コミュニティセンター
御野場新町四丁目町内会館
仁井田二ツ屋の鈴木松一郎さん宅前
西部公民館
新屋支所
川尻児童館
川尻総社神社駐車場(川尻十字路側)
浜田地区コミュニティセンター
新屋田尻沢東町の鈴木春六さん宅前
楢山地区コミュニティセンター
泉地区コミュニティセンター
仁井田中央会館
南部公民館
大住地区コミュニティセンター
東地区コミュニテイセンター
広面大巻の三吉町内児童遊園地
桜二丁目の野口美智男さん宅前
茨島四丁目の佐藤動物診療所前
茨島六丁目の茨島市営住宅駐車場
牛島東潟敷のお鷹野橋町民館
勝平地区コミュニティセンター
割山の大塚電機工業前

9:30～10:30
11:00～12:00
9:30～10:00
10:20～10:50
11:10～11:30
13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
10:00～10:20
10:40～11:00
11:10～11:30
11:40～12:00
10:00～10:50
11:10～11:30
11:40～12:00
10:00～11:00
10:00～11:00
10:00～11:00
13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
10:00～11:00
11:30～12:00
10:00～10:30
11:00～11:30
12:00～12:30
9:30～10:10
10:30～11:00
11:20～11:50
9:30～10:30
9:30～10:30
11:00～11:30
10:00～10:30
10:45～11:45
9:30～10:30
10:50～11:20
10:00～10:40
11:10～11:50
13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
9:30～10:30
11:00～11:30
9:30～10:00
10:20～10:50
11:10～11:40
9:30～10:00
10:20～11:00
11:20～11:50
10:00～11:00
11:30～12:00
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11:15～11:45
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10:40～11:00
11:20～12:00
10:00～11:00
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13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
10:00～10:30
11:00～12:00
10:00～11:00
11:30～12:00
9:30～10:20
10:40～11:10
11:30～12:00
10:00～11:00
11:20～11:50
10:00～11:00
11:30～12:00
9:30～10:30
10:50～11:20
10:00～10:40
11:00～11:30
13:30～14:30
13:30～14:30
13:30～14:30
10:00～10:30
10:50～11:00
11:20～11:50
10:00～10:30
11:00～11:45
10:00～10:40
11:00～12:00
9:30～ 9:50
10:00～10:30
11:00～11:30
10:00～10:30
10:50～11:10
9:30～10:00
10:20～10:50
13:30～14:30
13:30～14:30
10:00～11:00
10:00～11:00

月　日 会　　　場 時　間

４月15日(木)

４月16日(金)

４月17日(土)

４月19日(月)

４月22日(木)

４月24日(土)

４月26日(月)

4月28日(水)

５月７日(金)

５月８日(土)

５月10日(月)

５月21日(金)

５月13日(木)

５月15日(土)

５月22日(土)

５月20日(木)

５月30日(日)

５月25日(火)

５月29日(土)

５月26日(水)

５月18日(火)

犬の集合登録と狂犬病予防注射を下記の日
程で行います。日時を確かめ、最寄りの会場で受けてくだ
さい。会場がわからないかたは、会場の地図が市保健所、
土崎支所、新屋支所にありますのでご覧ください。
毎年送付している集合注射の案内の中に、狂犬病予防注

射済票交付申請書(交付カード)が入っています。受付で、
そのカードと愛犬手帳をお渡しください(交付カードがない
と受付できない場合もあります)。また、カードの裏面に当
日のワンちゃんの体調を確認するための問診票があります
ので、受付の前に記入してください。

注射は市内の動物病院でも随時受けられます。料金は直
接、動物病院にお問い合わせください。動物病院で接種す
る場合も交付カードが必要です。
また、登録は、市保健所、土崎支所、新屋支所でも行え

ます。登録は一度行うと生涯有効ですが、注射は毎年受け
なければなりません。
転居や犬の死亡など、登録事項が変わった場合には、お

手数でも秋田市保健所へご連絡ください。
●登録手数料 3,000円
●注射料金 3,070円(４月１日から料金が改定されます)

問い合わせ

注射会場でワンちゃんがフンをしたとき
は、飼い主さんに処理をお願いしますの
で、袋などを持ってきてください。

４月21日(水)

西部公民館
新屋支所
下浜桂根の佐藤洋一さん宅前
下浜長浜公民館
下浜羽川公民館
御野場南町内会集会所前
牛島児童館
南部公民館
勝平地区コミュニティセンター
仁井田中央会館
四ッ屋団地堰越町公民館
飯島地域センター
旧外旭川中学校グラウンド
保戸野八丁反町会館前
旭川地区コミュニティセンター
旭川筋土地改良区
添川公民館
将軍野地区コミュニティセンター
港北地区コミュニティセンター
旧外旭川中学校グラウンド
旭北栄町の浄願寺十字路横
明徳地区コミュニティセンター
手形山町内会館前
土崎公民館裏駐車場
土崎かまど神社
秋田市保健所
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所駐車場
勝平地区コミュニティセンター
下新城中野上公民館横消防器具庫前
金足片田待入の佐藤善一さん宅前
下新城地域センター　
上新城地域センター
飯島の飯田バス停前
土崎公民館裏駐車場
土崎港中央二丁目嶺梅院の駐車場
上北手荒巻公民館
上北手地域センター
上北手宝竜崎の菊地俊男さん宅前
豊岩地域センター
下浜八田公民館
八橋地区コミュニティセンター
八橋大沼町の石黒土木事務所前
外旭川地域センター
港北地区コミュニティセンター
飯島地域センター
秋田市保健所

５月11日(火)

市保健所衛生検査課tel(883)1182
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手術のための麻酔の説明をするときにお酒のことを
気にされるかたは多いのですが、たばこのことを心配
されるかたはほとんどいらっしゃいません。でも、実
はお酒よりもたばこのほうが、手術・麻酔に大きな影
響をおよぼすのです。

手術が無事終わったのに、その後の経過が思わしく
なく亡くなられるケースがありますが、その原因とし
て最も多いのが、肺炎などの呼吸器合併症です。
たばこは、この手術後の呼吸器合併症の発生率を３

倍も高くしてしまうのです。ぜんそくや肺気腫など、
もともと肺の病気がある人の場合、その発生率は10倍
にもはね上がります。
また、たばこを吸う人は麻酔中の痰

たん

の量が多く、と
きに痰が気管支につまって肺が膨らまなくなってしま
うことがあります。酸素の取り込みがあまりに悪い場
合は、人工呼吸器が必要になることもあります。

たばこが関係するのは呼吸器合併症の発生率だけで
はありません。たばこを吸う人は傷の治りが遅く、さ
らに痛みにも敏感になるため、手術後の痛みを長時間
にわたり強く感じて過ごすことになります。
では、たばこによる悪影響を減らすのには、どれほ

どの期間たばこを我慢しないといけないのでしょう
か？　残念ながら１週間や２週間ではあまり効果は上
がりません。最低４週間の禁煙を続けられれば、この
ような合併症をかなり減らすことができると言われて
います。

ところで、たばこの影響で病気になった人の医療費
の額をご存知でしょうか。1990年の時点で３兆２千億
円、実に医療費全体の10% に相当しています。大人１
人あたり１年に５万円もの額を、たばこの影響で病気
になった人のために負担していることになるのです。
誰にも迷惑をかけていないと思っている愛煙家のみ

なさん。ご自分のために、そしてみんなのために、禁
煙してみませんか。

このコーナーでは、みんなが健康で元気
に過ごすために必要な、ドクターからの
ちょっとしたアドバイスを紹介します。今月のドクター

重臣宗伯
しげおみそうはく

(市立秋田総合病院 麻酔科長)
先生

たばこ、やめられませんか？

自分のために、みんなのために禁煙しませんか

喫煙は手術後の回復などに悪影響

学生期間中の保険料を卒業後に納付できる制度です。ただし、
本人の前年所得が68万円(控除後)以下の場合です。毎年、４月
１日から５月末日までに申請が必要です。

所得の減少や失業などで、保険料の納付が困難なかたのために、
保険料の「全額免除」「半額免除」の制度があります。

大学、大学院、短大、高等専門学校、専修学校など
（厚生労働省の認める学校）の学生、高等学校の生
徒。国外の学校などは対象外となります。

▼年金手帳　▼印鑑　▼在学証明書または学生証の写し国民年金の申請免除および学生納付特
例制度は、申請のあった月の前月分の保
険料から対象となります。平成16年４月
分から希望する場合は、５月31日(月)ま
でに国保年金課②番窓口、土崎支所③番
窓口、新屋支所①番窓口で申請の手続き
をしてください。
ただし、15年度に申請免除制度の承認

を受けているかたの申請期間は７月１日
(木)から８月31日(火)までとなります。
申請が認められると、承認された期間

が受給資格年数に算定されますが、10年
以内に追納しない場合は、受け取る年金
額が減額されます。

①前年(１月～６月分については前々年)の所得が少なく、保険
料の納付が困難なかた

②失業、事業の休業、廃業により保険料の納付が困難なかた
③震災、風水害、火災などにより保険料の納付が困難なかた

▼年金手帳　▼印鑑
▼被保険者、配偶者、世帯主のうち平成16年１月１日現在で秋田
市内に住所がないかたについては、所得の控除内容が記載され
ている所得証明書

▼申請免除の対象となるかたのうち、上記の②③に該当する場
合は、その事実を明らかにすることができる書類(②は雇用保
険の「雇用保険受給資格証」「離職票」など、③は罹災証明)

対象者

申請の際に必要なもの

国保年金課tel(866)2097問い合わせ

申請の際に必要なもの

対象者

年金保険料の免除
学生納付特例制度

の申請を！

学
生
納
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例
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請
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国 民 年 金

▼ ▼ ▼

▼ ▼

▼
▼

パー
セント


