
子育てひろば子育てひろば子育てひろば
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 10月19日（土）
10:00～
 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

(注)０～２歳児：H２8.４.２生～、0～5歳児：H25.4.2生～　

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

10月25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

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。※事前にお申し込みください。

就学前の児と
保護者11月  5日（火）

13:00～
 16:00

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

10月  3日（木）
10月17日（木）
10月24日（木）
10月15日（火）
10月29日（火）

よしのこども園就学前幼児の
保護者

親子で楽しむふれあい体操。※事前にお
申し込みください。子育て講座  10月17日（木）11:00～ 11:30

すこやか相談

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/chomin/
　　　 lifeseen/kosodate/

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

10月21日（月）

10月28日（月）

 R1. 5. 7～R1. 6. 21生
  H31. 2. 7～H31. 3. 21生

 H30年1月～H30年3月生
H28年2月～H28年4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. 11. 7～H30. 12. 21生　　H30. 9. 7～H30. 10. 21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。

経済的負担の軽減により、子育て世帯を社会全体で応援していくために、１０
月から全国的に幼児教育・保育利用料の無償化が始まりました。吉野町では、
更に手厚く、住民税課税世帯の0～2歳児の利用料も無償化します。

保育料の外、通園送迎費（バス代）、給食費は無償（町内
のこども園のみ）
【手続き】　不要です。

10月１日から幼児教育・保育の無償化  スタート

給食費（主食費・副食費）については、3～5歳児について
は実費徴収することもありますので、通園している保育
施設にお問い合わせください。

③町外の保育施設を利用する場合

幼稚園、保育所、こども園を利用していない方が、無償化
の対象となります。（上限額有り）　（注1）：事業所内保育
施設、一時預かり事業、病後児保育事業　等
【手続き】　無償化の対象となるためには、「保育の必要

性」の認定を受ける必要が有ります。

④認可外保育施設等（注１）を利用する場合

児童発達支援や医療型児童発達支援等が、無償化の対
象となります。

⑤３～５歳までの特別な支援が必要な子どもに関するサービス

①幼稚園、保育所、認定こども園を利用する場合

幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額
11,300円までの範囲で無償化
【手続き】　無償化の対象となるためには、「保育の必要

性」の認定を受ける必要が有ります。

②幼稚園の預かり保育を利用する場合

吉野町においては、
０～５歳児クラス、
全ての世帯が無償
化の対象になります。

【①～④の問い合わせ先】　
　吉野町教育委員会事務局　℡（32）0190
【⑤の問い合わせ先】　
　長寿福祉課　℡（32）8856／（39）9078
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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（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。
※健（検）診の受付時間は、混雑を避けるため受診される方に個別で時間を分けて案内しています。
※健（検）診の受付は、定員に達した場合、受付を終了することがあります。

健（検）診事業

10月はがん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間です

※健康づくりカレンダーでは、10月10日(木)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。

がんは、成人の2人に1人が罹患し、3人に1人ががんで命を落としています。がん検診は、受診することによりがんの
死亡率が減少する効果が認めらています。この機会に検診で早期発見に努めましょう！

①ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者・特定・長寿健診、歯科健診]

9：00～
　　11：00

宮滝
河川交流
センター

●胃（ABC）・肺・大腸がん
　検診、若年者・特定・
　長寿検診、歯科健診 
   平成2年３月31日以前
　に生まれた方
＊ABC検診は、今年度30歳
  から５歳間隔の節目年齢と
  なる方で、以前にピロリ菌除
  去や検査を受けていない方
  が対象
●肝炎ウイルス検診
 昭和55年３月31日以前に
 生まれた方（以前に肝炎
 ウイルス検診を受けて
 いない方）
＊若年者健診・特定健診
   吉野町国民健康保険加入
　の平成2年３月31日以前
　に生まれた方が対象　
＊長寿健診
   後期高齢者医療制度
　加入の方が対象

  　胃部X線（バリウム）検査

　  　ABC検診
  　　血液検査

    血液検査

    歯周疾患検査

胸部直接X線撮影、
喀痰検査（必要な方）

＊40歳から5歳間隔の節目とな
る方と75歳以上の方は無料

２日分の検便に
よる便潜血検査

  30～69歳　９００円
  70～74歳　５００円
  75歳以上  　無料

  30～64歳：500円
  65歳以上：無  料

胃がん検診 ABC

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

大腸がん検診

  30歳以上：500円
歯科健診歯科健診

大腸がん検診

 B型のみ：100円
 C型のみ：600円
 両　  方：700円

肝炎ウイルス検診肝炎ウイルス検診

肺がん（結核）検診肺がん（結核）検診

胃がん検診

10月20日（日） 8：30～
　　11：00

保健
センター

10月9日（水）

10月19日（土）
※歯科健診は
ありません。

10月26日（土）
※歯科健診は
ありません。

実 施 日 対 　 象 　 者 料 　 金受付時間実施場所 検（健）診内容

５００円

無料

血液検査、検尿、計測、
診察など

若年者・特定・長寿健診
  無　料

若年者・特定・長寿健診

　9月に行った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。

健診結果相談会

１３：３０～
　１５：００

南国栖
自治会館

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　

10月3日
　　（木）

保健
センター

※10月9日
　　　（水）

実 施 日 持 ち 物実施時間実施場所
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長寿福祉課からのお知らせ

10月１日～31日は乳がん月間です

　近年、日本人女性の１１人に１人が乳がんにかかると言
われています。早期発見のためにはマンモグラフィによ
る検査を２年に１度受診しましょう。多くのがんは、２年に
１度の検診で早期発見できますが、なかには急激に大き
くなるものもあるため、しこり、乳房のひきつれ、乳頭か
ら血性の液がでる、乳頭の湿疹やただれなどの症状があ
る場合は次の検診を待たずに病院へ行きましょう。

◆詳しくは、保健センター（℡32－0521）までご連絡く
　ださい

栄養教室を開催します

　塩分控えめのレシピを数種類ご紹介
します！実際に調理・試食をしながら、日
頃の食生活の振り返りをしましょう。
◆日時　１０月23日（水）　１０時～１２時３０分
◆場所　吉野町中央公民館　調理室
◆定員　２０名
◆持ち物　エプロン、三角巾、普段使用しているお茶碗、
　ご家庭のお味噌汁、筆記用具

　ご家庭のお味噌汁の塩分測定をします！
　ご家庭のお味噌汁を容器に入れてお持ちください☆

◆申込先　１０月18日（金）までに吉野町保健センター　
　（℡３２－０５２１）へお申し込みください。
＊申込多数の場合は申込順に受付します。

インフルエンザが流行する季節に入りました
高齢者インフルエンザ予防接種について
　令和元年１０月１日～令和２年１月３１日の間、接種費用
の一部助成を開始します。
◆対象者
①接種当日に６５歳以上で接種を希望される方。
②６０歳～６４歳の方で心臓・腎臓・呼吸器の機能に日常
　生活活動が極度に制限される程度の障害のある方、
　及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生
　活がほとんど不可能な程度の障害のある方（主治医に
　ご相談ください）で接種を希望される方。
◆接種者負担額：２，０００円　（生活保護世帯は無料）
◆接種方法
＊かかりつけの医療機関に直接予約のうえ、接種方法を
確認してください。
＊個人通知はありません。
＊吉野町・大淀町・下市町内の医療機関で接種される場
合、保健センターへの事前申請が必要ない場合があり
ます。詳しくは、かかりつけの医療機関または保健セン
ターにお問い合わせください。
◆吉野町内インフルエンザ予防接種実施医療機関
　○吉野病院 ℡（３２）４３２１　○島田医院 ℡（３２）２０２６
　○潮田病院 ℡（３２）３３８１　○松岡医院 ℡（３６）６０３０

　長寿福祉課職員が地域に伺い、よしのスマイル体操や健
康に関する講座を無料で実施しています。お気軽にお申し
込みください。詳しくは下記までお問い合わせください。
問　 長寿福祉課　℡（３２）８８５６

出前健康講座のご案内

申

　主に初めてスポーツに参加する障がい者に対し、ス
ポーツの喜びや楽しさを重視したスポーツの導入に必要
な基本的知識・技術を習得した指導員養成のための講
習会を開催します。
◆日時　１１月３０日、１２月１・１４・１５日の４日間
◆会場　奈良県心身障害者福祉センター　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　  （田原本町宮森34-4）
◆申込期間　１０月２日（水）～１１月９日（土）（先着４０名）
　講習会に関する詳しい内容はお問い合わせください。
◆お問い合わせ　奈良県障害者スポーツ協会事務局
　　　　　　　　　　　　　　　  ℡0744（33）3393

奈良県初級障がい者
　　　　スポーツ指導員養成講座

乳がん検診
（マンモグラフィ）を実施

吉野町では、乳がん検診を
実施しています！

40歳以上の
女性の方

乳がん検診の費用の一部
助成を実施
★個別で受診した乳がん検
　診（マンモグラフィ又はエ
　コー）が対象です。

満20歳～満39歳
の女性の方

昭和55年4月1日～
平成12年3月31日生
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町からのお知らせ

　今年度も、各地区の忠魂碑参拝を合同で行い

ます。町民の皆様のご参列をお願いします。　

◆実施日　10月18日（金）午前８時45分から

◆実施場所　吉野町中央公民館　ホワイエ 

※忠魂碑参拝終了後、大ホールにおいて吉野町

　戦没者追悼式ならびに平和祈念式典が行われ

　ますので併せてご参列ください。

◆主催　英霊にこたえる会吉野町支部

◆お問い合わせ先

　英霊にこたえる会吉野町支部事務局

　　（吉野町社会福祉協議会内）

NTT・・・℡（３２）８978　IP・・・℡（３9）9144 

令和元年度
戦没者慰霊忠魂碑参拝

　終戦以来７４年を迎えましたが、戦争の教訓を
決して風化させず次世代に引き継ぎ、また世界
の恒久平和への祈りを込め、平和の尊さを町全
体で考える機会にしたいと考え、今年度も吉野町
戦没者追悼式・平和祈念式典を開催します。多数
の皆様のご参加をお待ちしています。

◆日時　10月18日（金）午前９時３０分
◆場所　吉野町中央公民館　大ホール
◆内容　１．吉野町戦没者追悼式
　　　　２．平和祈念式典（吉野小学校６年生の

みなさんによる平和についての発表）

◆お問い合わせ先
　吉野町役場 長寿福祉課

NTT・・・℡（３２）８８５６　IP・・・℡（３9）9078

吉野町戦没者追悼式
平和祈念式典のご案内

令　和
元年度

　この運動は、精神障がい者の福祉の増進及び国民の
精神保健の向上を図ることを目的として、毎年、全国的
に取り組まれています。
　みなさんは、こころの健康について考えたことがあり
ますか？こころの病気は特別な人がかかるものではなく、
誰にでもかかる可能性のある病気です。この機会に、一
人一人がこころの健康問題や精神保健福祉について関
心を持ち、こころの健康作りに取り組みましょう。
　２週間以上の不眠が、休日も含め毎日続くときは「うつ
病」のサインかもしれません。うつ病にかかると、ほとん
どの人が睡眠に障害をきたします。

10月21日（月）～２7日（日）は「精神保健福祉普及運動」期間です

　周りの人からも睡眠の問題に
気づきやすいもの。まず「眠れています
か？」と声をかけてみてください！
こころの不調や、それによる日常生活
の不安など気軽にご相談ください。

◆吉野町役場　長寿福祉課
　　　　ＮＴＴ…℡（３２）８８５６　IP直通…℡（３９）９０７８
◆NPO法人吉野コスモス会　生活相談センターのどか
　　　　ＮＴＴ…℡０７４７（５３）２１５３
※「生活相談センターのどか」は吉野町相談事業委託事業
所です。

◆場所　大淀町役場３０１会議室
問奈良県立大淀養護学校　進路指導部（山崎・山本）
　℡０７４７（５２）７６５５
※会場の都合上、事前にお問い合わせください。

　障がい児福祉の充実に向けて五條・吉野地域での連
携を深めるため、令和元年度の地区別懇願会を開催しま
す。関心のある方の参加をお待ちしています。
◆テーマ「高等部卒業後の進路について」
◆日時　１０月１１日（金）１０時３０分～１２時

大淀養護学校「タウンミーティング」

おとうさん、
　　眠れてる？
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