
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 

(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/chomin/
　　　 lifeseen/kosodate/

12月  5日（木）
12月12日（木）
12月19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

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

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

12月21日（土）

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

12月27日（金）

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。 保健センター

(健やか一番館
４階)

吉野町
中央公民館

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

冬の感染症予防についてのお話
※申込は不要です子育て講座 12月  5日（木）10:30～ 11:30

10:00～
 11:00

カンブリアさんによるクリスマス会
※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12月20日（金）10:00～ 11:00

教育委員会事務局
子育て支援係
(I P) ℡ 32-8967

12月  3日（火）
12月10日（火）
12月17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12月13日（金）10:３0～ 1６:00

令和２年度　学童保育所　入所申請受付について
　学童保育所とは放課後・長期休業中に、指導員等が児童に健全な生活の場を提供する施設で、吉野学童
保育所・吉野北学童保育所の２ヵ所があります。

 ▶申請手続きについて　

　申請書類配布開始 ： 令和2年1月24日（金）～
　配布場所 ： 吉野町教育委員会事務局・各学童保育所にて

配布
　　　　　※町ホームページからもダウンロードできます

　受付期間 ： 令和２年２月3日（月）～14（金）
   ※長期休業中（夏休み等）に利用予定がある方もこの期
　　間中にお申込みください。

 ▶提出先・お問合せ先
　吉野町教育委員会事務局　IP直通…℡（32）0190 

○利用時間　

　【学校開校日】　授業終了後～19時
　【土曜日・長期休業中】　８時30分～19時
　※別途申請によって７時30分から受け入れ可能

 ○対象　

　昼間就労などで保護者等が家庭にいない児童
 ○利用料金

　5,000円/月　世帯状況により減免有り
　※月単位での利用の外、一時利用もあります。

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 【持ち物：予防接種予診票、母子手帳】

 1月 6日（月）
H25. 4. 2～H26. 4. 1生麻しん・風しん２期

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日

１4：30～１４：40

１4：45～１5：00

接種を希望される方は12月25日までに
お申し込みください。H19. 4. 2～H20. 4. 1生

ジフテリア・破傷風混合
トキソイド（DT2期）
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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。保健師または栄養士が健康に

関する個々の相談に応じます。

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等12月26日（木）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

結果相談会 高齢者インフルエンザ
予防接種の助成期限について

　高齢者インフルエンザの予防接種の助成期間は1月
31日（金）までです。ご注意ください。
◆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がいのある
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がいのある方
（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

　平成３１年４月１日以降にお申し込みいただいた個別が
ん検診は、令和２年３月３１日までです。
お申し込みされている方で、まだ受診されていない方
は、お早めに受診してください。
　詳しくは、保健センター（３２―０５２１）までお問い合わ
せください。

　「慢性腎臓病」は初期

症状がなく、そのまま放

置すると人工透析が
必要となる可能性があ

る病気です。慢性腎臓

病を予防するためには

どうすれば良いかを学

びませんか？

◆日時　令和２年１月１５日（水）　１３時３０分～
◆場所　保健センター（健やか一番館４階）
◆内容
①講演会『CKD（慢性腎臓病）ってなに！？ ～知って得す
る健康長寿への道～』
　講師　奈良県立医科大学 腎臓内科 鮫島謙一先生
②個別相談会
③お味噌汁の試食会 
◆お申し込み方法
　１月８日（水）までに、保健センター（３２―０５２１）へご連
　絡ください。　

個別がん検診
申し込んだのに受け忘れていませんか？

講演会のお知らせ
実はあなたも慢性腎臓病かも？！
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不妊で悩まれている方へ

　奈良県では不妊で悩まれている県民に対して、以下の
事業を行っています。
◆特定不妊治療費の助成
特定不妊治療（体外受精および顕微鏡授精）を受けたご
夫婦に治療費の一部（上限15万円または7万5千円）を
助成します。
　※治療内容によっては、
　　①初回治療の場合、助成上限額が30万円

　　②男性不妊治療を併せて行った場合、さらに15万
　　　円まで助成します。
　※H31年4月より、男性不妊治療に対しても初回治療
　　の場合、助成上限額が30万円となりました。
　※年齢制限（妻が43歳以上で始めた治療は対象外）
　　や所得制限があります。
◆不妊専門相談センターの相談
専門の相談員（助産師）が、不妊症・不育症に関して悩ん
だり迷っている方のご相談に応じます。
　※女性医師による面接をご希望の方は、電話でご予
　　約ください。

　　奈良県不妊専門相談センター
　　専用ダイヤル　℡0744（22）0311
　　毎週金曜日 13時～16時（祝日、年末年始除く）
　※詳しくは奈良県健康推進課のホームページでご　
　　確認ください。

◆問い合わせ　奈良県健康推進課 ℡0742（27）8661

第3回 健康づくり介護予防サポーター養成講座 報告その③
　　　　　　　　　　　　〈お口の健康は長寿の秘訣〉

　10月11日に、健康づくり介護予防サポーター養成講

座の第５回目の講義を行いました。

　第５回目の講義は、辻井歯科医院　辻井毅先生を講師

として迎え、お口の健康について学びました。『老化の

サインは口にあり』ということで、お口に関連した病気や

オーラルフレイル(身体の衰えのひとつ)について勉強し、

改善するための体操について学びました。

　お口の機能の低下は、身体の衰えにも影響があると

いわれています。お口における日常生活のささいなトラ

ブルも放置せず、お口の健康を維持しましょう！
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避難行動要支援同意者名簿 登録の同意申請書未提出の方へ

　令和元年９月中旬に下記対象者に該当される方に同
意申請書を送付させていただきました。同意する、同意
しないに関わらず必ず提出していただきたい書類です
ので、まだ提出されていない方は長寿福祉課まで提出
をお願いします。

避難行動要支援同意者名簿とは？

　避難行動要支援同意者名簿は、大規模災害に備え平常
時から避難支援関係機関にあらかじめ名簿記載情報を提
供するために本人の同意を得て作成される名簿です。

　在宅で生活している方のうち、災害が発生した時や、発
生する恐れがある時に、自分一人で安全に避難することが
困難で、他の人の支援を必要とする人を避難行動要支援
者といいます。
　①介護保険制度における要介護・要支援者
　②障がい者　　③妊産婦及び乳幼児
　④難病患者　　⑤日本語に不慣れな外国人　　
　⑥その他（1人暮らしの高齢者（65歳以上）・80歳以上の
　　高齢者のみの世帯）

救急医療情報キット お持ちですか？

◆お持ちの方・・・
医療情報（病院や病名など）や緊急連絡先に変更があれ
ば、既にお手元にある用紙に修正し、冷蔵庫の扉など、わ
かる場所に貼り付けてください。変更箇所が多い場合は
新しい用紙を長寿福祉課でお渡しします。　　
※ 内容を変更した旨の役場への連絡は必要ありません。

◆お持ちでない方・・・
長寿福祉課で配布している用紙（図参照）に、ご自身の医

療情報や緊急連絡先をご記入いただ
き、冷蔵庫の扉などに貼り付けてくだ
さい。
※救急活動によっては、この記録用
紙を活用しない場合があります。
また、記録用紙に記載された救急
隊員への伝言が、必ずしも実行さ
れるとは限らないことをご了承く
ださい。

◆問い合わせ
　吉野町役場長寿福祉課　地域包括支援センター

　℡(32)8856 　IP(39)9078

　対象者

注意事項
　災害時等における避難支援は、地域の支援者の善意
による地域活動として可能な範囲で行っていただくも
ので、法的責任や義務を負うものではありません。
※名簿は、日頃の避難訓練・災害時の避難支援の目的
　以外に利用しません。

◆問い合わせ　吉野町役場長寿福祉課　
　吉野町大字丹治130番地の1　健やか一番館３階
　　NTT…℡(32)８８５６　IP直通…℡(39)９０７８

大きな災害が起こった時の
ために、消防や警察、地域の
自治会や町内会などに、事前
に名簿を提供するための意
思確認です。
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