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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
子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

親子で気軽に集まり、自由に過ごしま
す。
※都合のよい時間にお越しください。

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 ９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お
ります。※申込は不要です。

子育てに　　
関わっている方

(注)０～２歳児：H２9.４.２生～　　０～５歳児：H２6.４.２生～
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子育て事業を中止させ
　ていただく場合があります。

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

　　　 lifeseen/kosodate/

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

ヨガで体もこころもリラックス
※当日までにお申込みください。9月18日（金）10:00～ 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

吉野町
中央公民館
２階

吉野町
中央公民館

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

未就園児と保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

9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

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

9月  3日（木）
9月10日（木）
9月17日（木）
9月24日（木）
９月  1日（火）
9月  8日（火）

子どもに関する
定期出張相談

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）
※事前にお申し込みください。

１８歳未満の子ども
と保護者10月 9日（金）10:３0～ 1６:00

就学前幼児と
保護者

親子で運動遊びを楽しみましょう。
※申込は不要です。子育て講座  9月10日（木）10:30～ 11:30

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保護
者・妊婦の方

７月のぴよぴよ広場（育児サークル）
7月1０日のぴよぴよ広場は、キットパスアートインストラクター・petapeta-art®アドバイザー いしい かおり さんに

お越しいただき、手と足を葉っぱに見立て、「木」をモチーフにした手形・足形アートを作りました。色とりどりの手形や

足形を紙にとり、世界に1つの作品ができました。ぜひおうちに飾ってくださいね。

次回ぴよぴよ広場は、ヨガを行います（託児できます）。ヨガ

で体もこころもリラックスしませんか。上記育児サークル欄

を確認の上、お申込みください。ご参加お待ちしています。
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吉野町議会から吉野町議会からののお知らせお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

　令和２年第2回臨時会は、７月31日招集されました。案件の大要及び審議結果は次のとおりです。

① 令和２年度一般会計補正予算（第５号） 【 可決 】
  ・補正規模　6,146万9千円
  ・予算総額　71億9,435万3千円
  ・主な歳入　▶新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金(4,163万5千円)、▶支援対象児童
等見守り強化事業補助金(435万円)、▶県内消費
喚起支援事業補助金(1,500万円)

  ・主な歳出 ▶議会運営事業(△ 65万円)、▶次世
代応援特別定額給付金給付事業(65万円)、▶支
援対象児童等見守り強化事業委託料(435万
円)、▶観光商品券事業(2,100万円)、▶地元で
使って応援商品券事業(3,334万3千円)、▶吉野
町withコロナ安全宣言事業(200万円)

  ▶は、「新型コロナウイルス感染症対策関連」

（1） 予　　算　　《１件》（２） 財産取得　　《1件》
② 動産の買入れに係る財産の取得　　　　　【 可決 】
  ・取得品目　情報端末　330台 等
　　　　　　  (NEC製Chromebook Y1 Gen2)

  ・取得目的　GIGAスクール構想実現のための情報
端末機器等の整備

  ・配置場所　吉野中学校・吉野小学校
　　　　　　  吉野北小学校

  ・契約金額　18,150,000円

  ・契約の相手方
　　  キステム株式会社　奈良本社
　　  事業統括取締役　井門 英也　(奈良市高天町)

  ・納期　令和2年8月31日

GIGAスクール構想実現のための情報端末機器等の取得を可決GIGAスクール構想実現のための情報端末機器等の取得を可決令和２年第２回臨時会 スクール構想実現のための情報スクール構想実現のための情報
議 会 だ よ り
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一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　欠席＝ー 　棄権＝△】  

①

②

令和２年度一般会計補正予算（第5号）

動産の買入れに係る財産の取得(2)財産取得

(１)予　　算

種　　別

西澤 巧平 議員　奈良県広域消防組合議会議長に就任
　奈良県広域消防組合(県内
37市町村で構成)議会の臨時
会が7月29日に開会され、町
議会の西澤巧平議員が同組合
議会の議長に就任されました。
西澤議員は議長就任にあた

り「このたび奈良県広域消防
組合において、議長の席をお
預かりすることになりました。
現在、世界中で新型コロナウ
イルスによる影響が長引き、さ
まざまな災難や不幸が広がっ
ています。人の世ばかりではなく、自然もまた、一晩のうちに信じられない量の雨が降ったり、いったいどこで何が起こる
かわからなくなっています。そこで大事になってくるのが消防職員の日頃の訓練や経験による初動活動です。奈良県広
域消防組合は、今年で７年目となり令和３年からは、全体統合がなされるということで、今年も大変重要な年になると思わ
れます。今後は、奈良県広域消防組合の発展のために全力を尽くしてまいりたいと考えております。」と述べられました。

橿原消防署 高度救助隊
訓練視察を終え　⇒   
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ミニドック時に風しん抗体検査を受けることができます
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方は

受付時間　10時30分～　　
対 象 者　昭和4２年４月２日～昭和47年４月１日生まれの男性
　　　　　（無料クーポンを６月末に郵送しています。）
申込方法　ご希望の方は事前に保健センターにご連絡ください。

令和２年度の集団での「若年者・特定・長寿健診」は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止としま
す。ご理解くださいますようお願いします。なお、医療機関での「特定・長寿健診」は実施します。受診券は７月
下旬に郵送しています。お手元に届いていない場合は、町民課℡（39）9063までご連絡ください。

※昭和37年４月２日～昭和42年４月１日・昭和47

年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性で

希望される方も無料で受けることができます。

①ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、歯科健診] ・・・歯科健診実施日

9：00～
　　11：00

宮滝
河川交流
センター

●胃（ABC）・肺・大腸がん
　検診、歯科健診 
   平成３年３月31日以前
　に生まれた方

●肝炎ウイルス検診
昭和56年３月31日以前に
 生まれた方で以前に肝炎
 ウイルス検診を受けて
 いない方

＊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
  です。

  　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）

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8日（木）

8：30～
　　11：00

保健
センター

南国栖
自治会館

9月13日（日）

9月30日（水）

9月14日
（月）

吉野運動
公園10月1日（木）

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

検診受診者の声
この機会に検診を

受けて安心を先取

りしませんか。

９月１３日（日）・１4日（月）の胃
がん検診は、定員に達したた
め、申込受付を終了しました。

検診で調べたら、血

液の異常が見つか

った。

受診で安心を得ら

れます。

年に一度は自分の

体の状態をチェック

しましょう。

検診で大腸がんが
見つかったから、今
生きているのも検
診のおかげ

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「令和２年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和２年度健康づくりカレンダー」は令和３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！
保健センターから保健センターからののお知らせお知らせ保健センターからのお知らせ保健センターからのお知らせ

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）診事業 健（検）診をお申込みいただいた方には、検診日の約１週間前に案内文・問診票・検便容器等を郵送します。
※健（検）診の受付時間は、密を避けるため、受診される方に個別で時間を分けて案内しています。
　案内時間にお越しくださいますようお願いします。
※定員に達した場合、申込受付を終了する場合があります。

②女性のがん検診（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13年３月３１日以前に
生まれた方
●乳がん検診
昭和56年３月３１日以前に
生まれた方
●大腸がん検診
平成3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

   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

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

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。

健康相談

乳がん検診
マンモグラフィ検査
　　　　 （レントゲン）

9月17日（木）

１３：３０～
　１５：００

保健
センター

特定健診結果 
筆記用具 
メガネ等

9月10日
　　（木）

実 施 日 持  ち  物実施時間 実施場所

９月は健康増進普及月間
１に運動  ２に食事  しっかり禁煙　最後にクスリ　～健康寿命の延伸～

近年､国民の健康水準があがり､平均寿命も延伸してい

ます｡平均寿命から介護が必要となる期間を引いた年

月を健康寿命といいます。吉野町では、健康寿命を延伸

させるため「第2次健康増進計画及び食育推進計画」を

策定し、以下の５つの分野でそれぞれに目標を立ててい

ます。

身体活動・運動

休養・こころの健康

健康管理

栄養・食生活

受動喫煙防止

●減らそう食塩、たっぷり野菜と脂肪控えめで健康的

な食生活を

●生涯自分の歯でおいしく、楽しく食べよう

●早寝早起き、バランス朝食を始めよう

●喫煙者を減らして、受動

　喫煙防止に取り組もう

昨年の世界禁煙デー・禁煙週間での街頭キャンペーンの様子

●睡眠でこころとからだの休養を

●身近にある自然の中で、体を動かしてこころもリフ

レッシュ

●ウォーキングなどの

　運動習慣を身につけよう

●定期的に健（検）診を受診し、

　生活習慣の改善につなげよう

吉野運動公園で行われているグラウンドゴルフ
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ミニドック時に風しん抗体検査を受けることができます
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方は

受付時間　10時30分～　　
対 象 者　昭和4２年４月２日～昭和47年４月１日生まれの男性
　　　　　（無料クーポンを６月末に郵送しています。）
申込方法　ご希望の方は事前に保健センターにご連絡ください。

令和２年度の集団での「若年者・特定・長寿健診」は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止としま
す。ご理解くださいますようお願いします。なお、医療機関での「特定・長寿健診」は実施します。受診券は７月
下旬に郵送しています。お手元に届いていない場合は、町民課℡（39）9063までご連絡ください。

※昭和37年４月２日～昭和42年４月１日・昭和47

年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性で

希望される方も無料で受けることができます。

①ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、歯科健診] ・・・歯科健診実施日

9：00～
　　11：00

宮滝
河川交流
センター

●胃（ABC）・肺・大腸がん
　検診、歯科健診 
   平成３年３月31日以前
　に生まれた方

●肝炎ウイルス検診
昭和56年３月31日以前に
 生まれた方で以前に肝炎
 ウイルス検診を受けて
 いない方

＊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
  です。

  　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）

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8日（木）

8：30～
　　11：00

保健
センター

南国栖
自治会館

9月13日（日）

9月30日（水）

9月14日
（月）

吉野運動
公園10月1日（木）

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

検診受診者の声
この機会に検診を

受けて安心を先取

りしませんか。

９月１３日（日）・１4日（月）の胃
がん検診は、定員に達したた
め、申込受付を終了しました。

検診で調べたら、血

液の異常が見つか

った。

受診で安心を得ら

れます。

年に一度は自分の

体の状態をチェック

しましょう。

検診で大腸がんが
見つかったから、今
生きているのも検
診のおかげ

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「令和２年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和２年度健康づくりカレンダー」は令和３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！
保健センターから保健センターからののお知らせお知らせ保健センターからのお知らせ保健センターからのお知らせ

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）診事業 健（検）診をお申込みいただいた方には、検診日の約１週間前に案内文・問診票・検便容器等を郵送します。
※健（検）診の受付時間は、密を避けるため、受診される方に個別で時間を分けて案内しています。
　案内時間にお越しくださいますようお願いします。
※定員に達した場合、申込受付を終了する場合があります。

②女性のがん検診（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13年３月３１日以前に
生まれた方
●乳がん検診
昭和56年３月３１日以前に
生まれた方
●大腸がん検診
平成3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

   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

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

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。

健康相談

乳がん検診
マンモグラフィ検査
　　　　 （レントゲン）

9月17日（木）

１３：３０～
　１５：００

保健
センター

特定健診結果 
筆記用具 
メガネ等

9月10日
　　（木）

実 施 日 持  ち  物実施時間 実施場所

９月は健康増進普及月間
１に運動  ２に食事  しっかり禁煙　最後にクスリ　～健康寿命の延伸～

近年､国民の健康水準があがり､平均寿命も延伸してい

ます｡平均寿命から介護が必要となる期間を引いた年

月を健康寿命といいます。吉野町では、健康寿命を延伸

させるため「第2次健康増進計画及び食育推進計画」を

策定し、以下の５つの分野でそれぞれに目標を立ててい

ます。

身体活動・運動

休養・こころの健康

健康管理

栄養・食生活

受動喫煙防止

●減らそう食塩、たっぷり野菜と脂肪控えめで健康的

な食生活を

●生涯自分の歯でおいしく、楽しく食べよう

●早寝早起き、バランス朝食を始めよう

●喫煙者を減らして、受動

　喫煙防止に取り組もう

昨年の世界禁煙デー・禁煙週間での街頭キャンペーンの様子

●睡眠でこころとからだの休養を

●身近にある自然の中で、体を動かしてこころもリフ

レッシュ

●ウォーキングなどの

　運動習慣を身につけよう

●定期的に健（検）診を受診し、

　生活習慣の改善につなげよう

吉野運動公園で行われているグラウンドゴルフ


