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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）までお問い合わせください。

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56年4月1日～
平成13年3月31日生

ピンクリボン運動・・・乳がんの「早期発見・早期診断・早期治療」の大切さを世界の女性たちに伝える運動

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（予約制）

乳がん検診
マンモグラフィ検査
　　　　 （Ｘ線撮影）

10月12日
（月）

１３：３０～
　１５：００

保健
センター

健診結果 
筆記用具 
メガネ等

10月13日
（火）

実 施 日 持  ち  物実施時間 実施場所

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。

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。

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

長寿福祉課から長寿福祉課からの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 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

インフルエンザ

予防接種費用を助成します！

申請方法等詳しくは、10月1日まで

に、各ご家庭のポストへ届くご案内

や町ホームページをご覧ください。

※ご不明な点は、下記までお問い

合わせください。

問長寿福祉課 保健センター

　NTT・・・℡（３２）０５２１　IP・・・℡（３９）９０７９

～新型コロナウイルス感染症対策として、

　　　　インフルエンザの重症化を予防し、

医療機関にかかる方を減らすために～

全額

●生後6か月～中学生まで

●65歳以上の高齢者

上限2,000円

●H17.4.1以前に

　生まれた方～

　64歳以下の方

対象者
（接種日現在年齢）

助成費用

初めてスポーツに参加する障がい者に対し、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28日、29日、１２月５日、６日（４日間）

　　　　9時３０分～１７時３０分

◆会場　奈良県心身障害者福祉センター　　　　　　 

（〒636-0344 田原本町宮森34-4）

◆申込期間　１０月1日（木）～１１月７日（土）消印有効

◆定員　3０名　※定員を超えた場合は抽選となります。

◆対象　令和２年４月１日現在１８歳以上の奈良県在住ま

たは、在学・在勤の方

問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

栄養教室の中止について

令和２年度の栄養教室は、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。代替として、CVY（１１チャンネル）にて「減

塩クッキング（仮題）」の放送を予定しています。放送時期

については、CVY文字ニュースでお知らせします。

精神障がい者の福祉の推進及

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

取り組まれている運動です。

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、休日を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。

周りの人も睡眠の問題には気づきやすいものです。まず

「眠れていますか？」と声をかけてみてください。

10月19日（月）～２5日（日）は
「精神保健福祉普及運動」期間です

おとうさん
眠れてる？
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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）までお問い合わせください。

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56年4月1日～
平成13年3月31日生

ピンクリボン運動・・・乳がんの「早期発見・早期診断・早期治療」の大切さを世界の女性たちに伝える運動

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（予約制）

乳がん検診
マンモグラフィ検査
　　　　 （Ｘ線撮影）

10月12日
（月）

１３：３０～
　１５：００

保健
センター

健診結果 
筆記用具 
メガネ等

10月13日
（火）

実 施 日 持  ち  物実施時間 実施場所

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。

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。

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

長寿福祉課から長寿福祉課からの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 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

インフルエンザ

予防接種費用を助成します！

申請方法等詳しくは、10月1日まで

に、各ご家庭のポストへ届くご案内

や町ホームページをご覧ください。

※ご不明な点は、下記までお問い

合わせください。

問長寿福祉課 保健センター

　NTT・・・℡（３２）０５２１　IP・・・℡（３９）９０７９

～新型コロナウイルス感染症対策として、

　　　　インフルエンザの重症化を予防し、

医療機関にかかる方を減らすために～

全額

●生後6か月～中学生まで

●65歳以上の高齢者

上限2,000円

●H17.4.1以前に

　生まれた方～

　64歳以下の方

対象者
（接種日現在年齢）

助成費用

初めてスポーツに参加する障がい者に対し、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28日、29日、１２月５日、６日（４日間）

　　　　9時３０分～１７時３０分

◆会場　奈良県心身障害者福祉センター　　　　　　 

（〒636-0344 田原本町宮森34-4）

◆申込期間　１０月1日（木）～１１月７日（土）消印有効

◆定員　3０名　※定員を超えた場合は抽選となります。

◆対象　令和２年４月１日現在１８歳以上の奈良県在住ま

たは、在学・在勤の方

問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

栄養教室の中止について

令和２年度の栄養教室は、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。代替として、CVY（１１チャンネル）にて「減

塩クッキング（仮題）」の放送を予定しています。放送時期

については、CVY文字ニュースでお知らせします。

精神障がい者の福祉の推進及

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

取り組まれている運動です。

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、休日を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。

周りの人も睡眠の問題には気づきやすいものです。まず

「眠れていますか？」と声をかけてみてください。

10月19日（月）～２5日（日）は
「精神保健福祉普及運動」期間です

おとうさん
眠れてる？




