【新型コロナウイルス感染症拡大防止のため】 ◎各イベントは中止、延期、変更の可能性があります。
詳しくはホームページまたは各拠点へお問い合わせください。
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の使用継続

５

グリコマニュファクチャリング
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％（限度額
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※親世帯・子世帯の同居で限度額に５万円加算

※申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
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い通り」を継続して使用します。
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・個人が所有している

・居住部分のリフォーム工事
・着工前のリフォーム工事
・補助対象経費（税抜）が 20 万円以上の工事

その他の条件について、詳細は担当へお問い合わせください。
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是非！ご検討ください。

北本市の国民健康保険にご加入の方は自己負担額
１日コース：40,500円 半日コース：24,000円
脳ドック：35,000円

【オプション検査】

胃カメラ
胸部CT
婦人科検診
頭部MRI／MRA
頸動脈エコー
マンモグラフィー

3,300円
11,000円
7,700円
22,000円
6,050円
4,950円

掲示板

掲示板

【ご予約・お問い合わせ先】

令和４年度
「認知症サポーター養成講座」

〈広告〉

「人間ドックのご案内」
「人間
間ド
ドックのご案
ご案内」

※契約健康保険組合等からの補助がある場
合は、
コース及び金額が変わります。
契約内容についてはお問い合わせ下さい。

問 北本市社会福祉協議会（☎ 593-2961）
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まちの話題
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１年に１度は
！
健康チェックをしませんか！

北里大学メディカルセンター
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イベント

イベント

北本市住宅等リフォーム工事資金補助金

関すること等の調査審議

集

集

自宅の庭などで見つけた場合は種
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減らすため、リフォーム補助金を交付します。
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イベント

応募資格

オキンケイギクは繁殖力がとても強く、

クビアカツヤカミキリの幼虫が、サク

自治基本条例審議会委員

集

お知らせ

お知らせ

クビアカツヤカミキリに注意

募

☎ 591-1111（代表）・FAX592-5997

注目情報

注目情報

オオキンケイギクの
駆除にご協力ください

お知らせ

北本市役所

※その他にも多数ございます。
詳細はお問い合わせ下さい。

・☎048-593-1212
（代表）北本市荒井6-100
☎048-593-1227（直通）
月～金曜日10:00～16:00、
土曜日10:00～12:00
（第1・3・5） ※第2・4土曜日、
日曜日・祝日は休診

広報きたもと No.1011
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