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子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

(注)０～２歳児：H２7.４.２生～　　０～5歳児：H２4.４.２生～　　

※1歳6か月児健診と3歳6か月児健診の対象のお子さんには、個別でお知らせします。

吉野町公式ホームページはこちら（子育て・母子保健情報）
URL　http://www.town.yoshino.nara.jp/
　　　 lifeevent/kosodate/top.htm

1月 17日（木）
1月 24日（木）
1月 31日（木）

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ
『部屋の開放』※好きな時間にお越しください。
親子で気軽に集まり、自由に過ごします。

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育てに関する悩みや心配をお気軽に
お話しください。※事前にお申し込みく
ださい。

にこにこルーム

にこにこランド

子育て相談

育児相談

すこやか相談

よしのこども園

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

就学前幼児の
保護者

0～2歳児と保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

1月 19日（土）

1月 25日（金）

9:00～
 17:00

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてい
ます。※申込は不要です。 保健センター

(健やか一番館
４階)

保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

子育てに
関わっている方

簡単にできる手作りおやつを紹介しま
す。※申込は不要です。子育て講座  1月 17日（木）10:30～ 11:30

10:00～
 11:00

就学前のお子さんを対象に心理士によ
る相談を行います。※要申込

就学前の児と
保護者1月 28日（月）13:00～ 16:00

教育委員会事務局
子育て支援係
(I P) ℡ 32-8967

1月 15日（火）
1月 22日（火）
1月 29日（火）

子どもに関する
定期出張相談所

保健センター
(健やか一番館
４階)

高田こども家庭
相談センター
℡(0745)22-6079

相談担当者：児童福祉司・児童心理司
（高田こども家庭相談センター職員）
※要事前電話予約

１８歳未満の子ども
と保護者2月  1日（金）10:３0～ 1６:00

母子保健事業（保健センターにて）　  問℡（32）0521【NTT】・（39）9079【IP】

子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば

場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。
各事業の詳細は、広報４月号と同時に配布の「2018年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。
「2018年度健康づくりカレンダー」は2019年3月末まで保存してくださいますようお願いします。

いきいき健康いきいき健康　吉野町保健センターです！　吉野町保健センターです！いきいき健康　吉野町保健センターです！
お問い合わせ・申込…吉野町保健センター（長寿福祉課）　℡（３２）０５２１【NTT】、（３９）９０７９【IP】

　12月に行った集団健診の結果相談会を実施します。
管理栄養士・保健師が分かりやすく日常生活での減塩の
ポイントと個々の健診結果に基づいた健康へのアドバイ
スをさせていただきます。是非お越しください。

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等1月 9日（水）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

健診結果相談会
　管理栄養士・保健師が分かりやすく日常生活の振り返り
と個々の健診結果に基づいた健康へのアドバイスをさせ
ていただきます。
是非お越しください。

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等2月6日（水）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

健康相談（予約制）

  1月17日（木）

  1月22日（火）

  H30. 8. 4～H30. 9.17生

  H30. 5. 4～H30. 6.17生

  H29. 4月～H29. 6月生

  H27. 5月～H27. 7月生

４ か 月 児 健 診
7か月児健診・BCG予防接種 

1 0・1 2か月児健診
1 歳 6 か 月 児 健 診
3 歳 6 か 月 児 健 診

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：30～１4：00
１３：15～１3：30
１4：00～１４：30
１３：30～１4：00
１３：00～１3：30

 H30. 2. 4～H30. 3.17生　　　 H29.12. 4～H30. 1.17生　
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子育てひろば子育てひろば子育てひろば

いきいき健康　吉野町保健センターです！

はたちの献血キャンペーン（1月１日～２月２８日）実施中！

ノロウイルスにご注意！

二十歳が救う 命のリレー
冬の季節は体調を崩す方が多く、献血者が減少する傾
向にあります。新たに成人式を迎える「はたち」の若者を
中心に、広く国民各層に献血に関する理解と協力を求
めるため、毎年1月～2月に実施しています。
献血にご協力をお願いします。
◆日時　2月11日（月・祝）　10時～正午・13時～16時
◆場所　南都銀行上市支店駐車場
◆主催　一般社団法人吉野青年会議所

高齢者（65歳以上の方）の予防接種の助成期間は以下
のとおりです。ご注意ください。
◆高齢者インフルエンザ　1月31日（木）まで
◆高齢者肺炎球菌　3月31日（日）まで
※高齢者肺炎球菌については、平成30年4月に対象と
なる方に、高齢者肺炎球菌ワクチン接種券をお送りして
います。詳しくは吉野町ホームページでご確認いただく
か、吉野町保健センターにお問い合わせください。

高齢者の予防接種の助成期限

ノロウイルスは冬期に流行の多い感染症です。吐き気、
嘔吐、腹痛、下痢、37～38℃程度の発熱という症状がみ
られます。感染力は極めて強く、接触や菌の飛沫でも感
染します。
★ノロウイルス感染を防ぐために…
　・手洗い・うがいはしっかりとする。
　・マスクを着用する。
　・便・吐物に触れる時は使い捨ての手袋・マスク・エプロ
ンを着用する。

　・便・吐物の処理後はすぐに手洗い・うがいを十分にす
る。

　・汚染物の消毒および患者が触れた箇所は次亜塩素
酸ナトリウム（塩素系漂白剤など）で消毒する。

　・布団などすぐに洗えないものが汚染された時は、ス
チームアイロンや布団乾燥機を用いる。

　・加熱による消毒は、85℃で1分以上実施する。

◆準備物　500mlペットボトル、塩素系漂白剤（家庭
用）、水、漏斗（金属製でないもの）

◆作り方
①ペットボトルに少し水を入れ、塩素系漂白剤（※）を入れる。
②水をペットボトルいっぱいになるよう足し、蓋をして振る。
※塩素系漂白剤の量について
１）吐物に直接使用する場合：ペットボトルの蓋2杯（約
10ml）

２）トイレの便座や患者が触れた物、洗濯物に使用す
る場合：ペットボトルの蓋1／2杯程度（約2ml）

◆注意！
　塩素系漂白剤は脱色や金属を腐食させるため、消毒
後は拭き取りや水洗いをしてください。
　また、トイレ用洗剤など酸性系洗剤と混ざらないよう
ご注意ください。

　あなたの気付きが、子どもや高齢者、障がい者、その家
族を守ることにつながります。
　「おかしいな。虐待ではないかな。」と感じることがあれ
ば、すぐに相談してください。相談者の秘密は厳守します。

「おかしい」と感じたらまずは相談を！

児童・高齢者・障がい者
虐待！！

みんなで防ごう！早期発見しよう！ 児童虐待・高齢者虐待・障がい者虐待

身体的虐待 経済的虐待

心理的虐待

性的虐待

放棄・放任
(ネグレクト)

虐待は特別な事ではありません。誰もが虐待する側、される側になる恐れがあります。

STOP!

　相談の結果、虐待でなかったとしても、相談者が罪に問
われることはありません。
　まずは相談してください。
　相談・通報先　長寿福祉課　
　　　NTT…℡（３２）８８５６、IP直通…℡（３９）９０７８　　

★消毒液の作り方
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長寿福祉課から長寿福祉課からのお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

栄養教室を開催しました

減塩のポイ
ント！

　「減らそう食塩　塩分控えめの食事体感　調理のポイントを学ぶ」をテーマ
に、10月31日に栄養教室を開催しました。
　栄養バランス、塩分量に気を使った献立を実際に調理しました。今回の栄養
教室をとおして、自身の健康への関心や食生活を見直す機会となったのでは
ないでしょうか。       

　1日の食塩摂取量の目標値は男性８ｇ
未満、女性７ｇ未満です。   
　野菜に含まれているカリウムには、体内の余分な塩（ナトリウム）を尿中へ排泄さ
せる働きがあります。塩を摂り過ぎないように気をつけるとともに野菜をたくさん
取り入れ、食塩摂取量を減らすように努めましょう。

Let’s cooking!今回調理したレシピの紹介　

“介護者のつどい”
工作とお喋りでリフレッシュしよう！

　『介護をがんばりすぎていませんか？』現在介護され
ている方はもちろん、介護を経験された方や、今後のた
めに参加されたい方なら、どなたでも参加できます。今
回は、牛乳パックで小物入れを作ったり、介護についての
お喋り会を実施します。みなさん楽しい時間を過ごして
いただいて、心身ともにリフレッシュしませんか？ぜひ、ご
参加ください。
◆日　時　１月１６日(水) １３時３０分～１５時３０分
◆場　所　吉野町役場　長寿福祉課
　　　　　健やか一番館４階　保健指導室
◆お申込み
　１月1１日（金）まで　※定員２０名（先着順・参加無料）
問吉野町役場　長寿福祉課　地域包括支援センター
　　　NTT…℡(32)８８５６　IP直通…℡(39)９０７８

障がいをお持ちの方の交流ひろば
「吉野さくらサロン」情報

　吉野町にお住まいで障がいをお持ちの方が、季節の
催しを一緒に楽しんだり、ゲームや創作活動をして過ご
すなど、身近に集える場「吉野さくらサロン」にお気軽に
お越しください。生活相談では、日常生活での困りごと
等の相談を面接又は電話でお受けしています。
◆開催日
　1月17日（木）
　2月7日（木）、21日（木）
　3月7日（木）
 　13時～15時　季節の催し、茶話会、ゲーム等
　 15時～16時　生活相談
◆場　所　健やか一番館 ３階
◆参加費　100円（茶菓子代）
◆お問い合わせ・電話生活相談
　吉野町役場　長寿福祉課
　　　　NTT…℡(32)8856　I P直通…℡(39)9078

鮭のピザ風ホイル焼き <材料　２人分>  
生鮭の切り身・・・・・・・・・・・・・・2切れ　　　　　玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2個  
アスパラガス・・・・・・・・・・・・・・2本　　　　　　しめじ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g
ピザ用ソース・・・・・・・・・・・・・・40g　　　　　  スライスチーズ・・・・・・・・2枚

❶玉ねぎは繊維に垂直に薄切りにする。アスパラは茹でて５ｃｍの斜め切りにする。
❷アルミホイルに玉ねぎを広げ、生鮭をのせピザソースを塗る。スライスチーズを
　のせ、しめじ、アスパラガスを盛り付け、ふんわりとアルミホイルで包み込む。
❸フライパンに②を並べ、蓋をして１５～２０分加熱する。
❹蒸し上がったら、ホイルごと皿に盛る。

一
人
分
の
栄
養
価

エネルギー たんぱく質

脂　質 食塩相当量

23.6g

8.3g 0.9g

204kcal

鮭のピザ風ホイル焼き
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長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課から長寿福祉課からのお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

このページに関するお問い合わせ先　吉野町役場長寿福祉課　ＮＴＴ…℡（３２）８８５６　Ｉ Ｐ直通…℡（３９）９０７８

介護保険料とサービス利用料の一部などが、所得税の確
定申告、町・県民税申告の際に所得控除の対象となります。

◆社会保険料控除(介護保険料)
前年中に納付していただいた介護保険料の全額が、社
会保険料控除の対象となりますので、申告の際には次の書
類で確認してください。
①特別徴収者（年金天引きの方）
　年金保険者発行の「源泉徴収票」
②普通徴収者(納付書、口座振替で納付の方)
　吉野町発行の「納付証明書」　　　　　　　　　　　
　（②については１月中旬頃、長寿福祉課から送付します）

　　　　
※生活援助中心の訪問介護や福祉用具の貸与・購入、住
　宅改修費等は対象となりません。
※領収書に「医療費控除の対象となる金額」が記入され
　ていることが必要です。
問吉野町役場　長寿福祉課  介護保険担当　

介護保険料とサービス利用料の
　一部などが税金の対象から
　　　　　　　　　控除されます

◆医療費控除(サービス利用料)
居宅サービス
　　　自己負担額（１割、２割又は３割負担分）が対象です。
【医療系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用も
　　　　　　　　　 対象です。
・（介護予防） 訪問看護  ・（介護予防） 居宅療養管理指導
   ・（介護予防） 訪問リハビリテーション
・（介護予防） 通所リハビリテーション  
・（介護予防） 短期入所療養介護 

【福祉系サービス】⇒支給限度額を超えて利用した費用は
　　　　　　　　　 対象外です。
　※居宅サービス計画に医療系の居宅サービスが含まれ
　　ていることが必要です。
・ 訪問介護 （生活援助中心型を除く） 
　・（介護予防） 訪問入浴介護  ・通所介護
・（介護予防） 短期入所生活介護  ・夜間対応型訪問介護 
・（介護予防） 認知症対応型通所介護
・（介護予防） 小規模多機能型居宅介護 
・地域支援事業の訪問型サービス（生活援助中心型を除く）
・地域支援事業の通所型サービス
施設サービス
【医療系サービス】⇒自己負担額（１割、２割又は３割負担分
　　　　　　　　　および食費・居住費）が対象です。
・介護老人保健施設  ・介護療養型医療施設

【福祉系サービス】⇒自己負担額（１割又は２割負担分およ
　　　　　　　　　 び食費・居住費）の½が対象です。
　・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・地域密着型介護老人福祉施設

　介護保険はみなさんに納めていただく保険料と公費
を財源に運営されています。
65歳以上の方の介護保険料の徴収方法としては、
支給される年金からすぐに特別徴収（年金天引き）され
ることなく、半年間程度は普通徴収（納付書による納
付）をお願いすることになっています。この間、年金天引
きされているものと思われて、未納になっている方が
おられます。また、特別徴収に移行後も年金から天引き
できない方、年金天引きでも差額分や調整分を個別に
お支払いいただく方には納付書を送付しています。
介護保険料を納めないままでいると、地方税法に定

められる滞納処分（督促、財産調査、差押え等）の他に、
介護サービスを受ける際、給付制限がとられます。この
ようなことになる前に、納め忘れにご注意いただきます
とともに、滞納のある方は下記までご相談ください。

◆お問い合わせ先　
　吉野町役場　長寿福祉課  介護保険担当

　要介護高齢者の介護をされているご家族等の方々
に対し、慰労金として年額１０万円を支給します。
■対　象
　つぎのいずれの条件も満たされる方を介護されて
　いる家族等（身辺介護を主として行っている方又は
　世帯主に限る）
　○要介護認定を受けており、要介護４又は要介護５と
　　認定された住民税非課税世帯の在宅高齢者
　○平成30年１月１日から１２月３１日までの間に介護
保険サービス（年間１週間程度のショートステイの
利用を除く）を受けなかった方、または病院及び診
療所に入院（３か月未満の入院を除く）されなかっ
た方

◆申請・お問い合わせ先
吉野町地域包括支援センター
（吉野町役場 長寿福祉課内）　　

要介護高齢者の介護を
　　　　　　 されている方々へ

介護保険料
　　　  納め忘れていませんか？
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