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　6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。

　健診結果の説明や、日常生活の振り返りなど健康に関
する個別相談会です。保健師と栄養士が健康に関する
個々の相談に応じます。

お知らせ　７月２２日～７月２８日は肝臓週間です

子育てひろば子育てひろば子育てひろば

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

予防接種事業（保健センターにて） 母子健康手帳などをご確認いただき、不足分の接種を受けてください。

  7月 22日（月）

  7月 29日（月）

  H31. 2. 7～H31. 3.22生
  H30.11. 7～H30.12.22生

  H29年10月～12月生
  H27年11月～H28年1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. 8. 7～H30. 9. 22生　　　  H30. 6. 7～H30. 7.22生　

＊1歳6か月児・3歳6か月児健診対象の方には個別でお知らせします。

※健康づくりカレンダーでは、7月26日(金)と掲載しておりましたが、上記日程に変更となりました。
   訂正し、お詫び申し上げます。

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

『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事をお気
軽にお話しください。※事前にお申し
込みください。

子育て相談 7月27日（土）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。

子育てに
関わっている方

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「2019年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。
「2019年度健康づくりカレンダー」は2020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　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】

健康相談（予約制）

健診結果相談会

(注)０～２歳児：H２8.４.２生～　
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

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園

吉野町
中央公民館

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

7月26日（金） 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

10:00～
 11:00

茶話会
※当日までにお申し込みください。

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊娠中の方7月12日（金）10:00～ 11:00

教育委員会事務局
子育て支援係

( I P) ℡ 32-8967

7月11日（木）
7月18日（木）

7月  2日（火）
7月  9日（火）
7月16日（火）
7月23日（火）

健（検）診をお申込みいただいた方には、後日案内文・問診票・検便容器等をお送りします。
7月の健（検）診事業

子宮頸がん・乳がん・大腸がんセット検診

〈子宮頸がん検診〉平成12年
３月３１日以前に生まれた方
〈乳がん検診〉 昭和55年
３月３１日以前に生まれた方
〈大腸がん検診〉 平成 2年
３月３１日以前に生まれた方
※子宮頸がん・乳がん検診
は昨年度の検診を受けて
いない方    

     〈大腸がん検診〉
　 問診と２日分の検便による
　 便潜血検査

〈乳がん検診〉
マンモグラフィ検査
　　　　 （レントゲン）

   〈子宮頸がん検診〉 子宮の入り
　口付近を軽くこすって細胞を
　採取し、顕微鏡で調べる検査

  30～69歳：   500円
  70～74歳：   200円
  75歳以上： 無　料

  40～49歳：1,800円
  50～69歳：1,300円
  70～74歳：   600円
  75歳以上： 無　料

実施場所

保健
　センター

実施日

7月 3日（水）   13：00～
　　15：30

受付時間 対　象　者 料　金検　診　内　容
  20～69歳：1,000円
  70～74歳：   700円
  75歳以上： 無　料

よしのこども園0～2歳児と
保護者

木育に関するお話や木のおもちゃで遊
びます。※申込は不要です。子育て講座  7月11日（木）10:30～

 11:30

8月13日（火）

8月  2日（金） ５歳児（H25. 4. 2～H26. 4. 1生）麻しん・風しん２期

※8月9日(金) 9歳以上の日本脳炎追加接種
　　　　　　　　 (3回目)完了者日 本 脳 炎 2 期

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日

１4：00～１４：30

１4：00～１４：30

１4：00～１４：30

10日前までに保健センターに
お申し込みください。
【持ち物：予防接種予診票、母子
手帳】小学６年生（H19. 4. 2～

　　　　　　　　　 H20. 4. 1生）
ジフテリア・破傷風混合
トキソイド（DT2期）

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）
※申込が必要です。

１８歳未満の子ども
と保護者8月  9日（金）10:３0～ 1６:00

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等7月10日（水）

実  施  日 持  ち  物実 施 時 間

１３：３０～１５：００

健診結果(別の機会
に健診を受診された
方はその健診結果）、
筆記用具、メガネ等　

7月25日（木）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

　肝臓は沈黙の臓器とも言われ、病気を患っても症状が
出ないことが多いと言われています。なかでも肝炎ウイ
ルスの多くは感染しても初期は自覚症状がほとんどな
いために、慢性肝炎や肝臓がん等に進行して初めて感染
が判ることがあります。肝炎ウイルス検査を受けて感染

の有無を調べることで治療や肝疾
患への進行を防ぐことができます。
　吉野町では、「ミニドック」の中で
40歳以上の方を対象に肝炎ウイルス（B型・C型）検診を
実施しています。詳しくは保健センターにお問い合わせ
ください。
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