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子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

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

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。臨床心理士がお待ち
しています。※事前にお申込みください。

子育て相談 2月1３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。

お母さんのための健康講座～骨密度を
測りましょう～
※当日までにお申込みください。

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～

※ ３密を避けるため、受付時間の変更をお願いする場合があります。

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

木の子文庫さん 「絵本の時間＆おはなし」
※当日までにお申込みください。2月1２日（金）

３月  ５日（金）

10:00～
 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

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

2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

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

2月  ４日（木）
2月２５日（木）

2月  ２日（火）
2月  ９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）
※事前に電話でご予約ください。

１８歳未満の子ども
と保護者2月１９日（金）10:３0～ 1６:00

未就園児と
保護者

「ペアレントトレーニング」効果的なしつ
けのコツを学びます。※申込は不要です。子育て講座 2月 4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

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

３月  １日（月）
  R2. ９.1５～R2.１１. １生
  R2. ６.1５～R2. ８. １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

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：30～１4：00
１３：15～１3：30
１4：00～１４：30 R２. ３.1５～R2. ５. １生　　　 　　R２. 1.1５～R2. ３. １生　

町中央公民館

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

今年度に接種された任意予防接種（ロタウイルス、おた

ふくかぜ、インフルエンザ等）の助成に関する申請手続き

は3月31日(水)までとなっています。お早めに申請してく

ださい。期限を超えた申請受付はできませんので、ご注

意ください。     

任意予防接種助成に関する手続きはお早めに！

12月のぴよぴよ広場（育児サークル）

12月18日のぴよぴよ広場は、おはなしらんどカンブリアさん、

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、地域おこし協力隊 坂口綾菜さんにお

越しいただき、「クリスマス会＆手形・足形アート」を行いまし

た。お話を聞いたり、体操をしたり、手形･足形を取ってクリスマ

スツリーや雪だるまを作ったりと、楽しい時間を過ごしました。

次回のぴよぴよ広場は、2月12日（金）に木

の子文庫さんによる「絵本の時間＆おはな

し」をします。参加を希望される方は保健セ

ンター（℡0746-39-9079）までお申込く

ださい。ご参加お待ちしております♪

るまを作っ
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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「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！
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】

管理栄養士・保健師が分かりやすく、日常生活の振り
返りと個々の健診結果に基づいた健康へのアドバイ
スをします。ぜひお越しください。
〈予約〉吉野町保健センター ℡（39）9079 （IP直通）

COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

「発熱等の症状がある方」・「症状はないが感染の不安がある方」の相談窓口

一般的な相談窓口（新型コロナウイルス感染症に関する一般的なご相談は、以下の窓口へお電話ください。）

〇発熱等の症状がある方は、まず、身近な医療機関に電話相談してください。

〇身近な医療機関がない場合は、「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話相談してください。

〇発熱等の症状がない場合でも、感染の不安のある方は、「新型コロナ・発熱患者受診相談窓口」に電話相談してください。

新型コロナウイルス感染症に関する県民向け電話相談窓口

うつらない・うつさないための
　　　　感染防止対策を徹底しましょう！

健康相談（予約制）

今年度最後となる【子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診】です。
お申し込みはお早めに。

    〈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

実施場所

保健
　センター

実施日

9：00～
　　11：00

受付時間 対　象　者 検　診　内　容

健（検）診事業

3月１日～８日は女性の健康週間です
女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立

して過ごす事を総合的に支援するため、「女性の健康週

間」は創設されました。この機会に健康相談や講座を通

して自身の健康を振り返りましょう。 

女性の健康相談  
～骨コツ生活習慣チェック 骨密度を測定しましょう～

※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。

※受付時間は、３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。

最 終

がん検診を受け
た方は骨密度測
定ができます。

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等

2月10日（水）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

あなたと、身近な人の
命を守るために

①手洗い・手指消毒の徹底
・家に帰ったら、まずは手や顔を洗う。できるだけすぐに、着替
え、シャワーを浴びる。

・手洗いは30秒程度、水と石けんで丁寧に。

・手洗い後、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って
乾かす。

※ウイルスが付着した手で目や口、鼻を触ると、ウイルスは粘膜などの細胞に付着
して入り込んで増えます。ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な
皮膚には入り込むことができず、表面に付着するだけと言われています。石けん
を使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、有効です。

②人との間隔を、2ｍ（最低1ｍ）開ける
・会話は、できるだけ真正面を避ける。

・症状がなくてもマスクを着用、咳エチケットの徹底、こまめ
に換気。

新型コロナ・発熱患者受診相談窓口
（旧 帰国者・接触者相談センター） 0742-27-1132 0742-27-8565

相 談 窓 口 電話番号 FAX番号

平日・土日祝日
24時間

対応時間

奈良県庁 0742-27-8561 0742-27-8565

相 談 窓 口 電話番号 FAX番号

平日・土日祝日
8：30～17：15

奈良県立吉野保健所 0747-52-0551 0747-52-7259 平日
8：30～17：15

対応時間
料　　金

  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

  20～69歳：1,000円
  70～74歳：   700円
  75歳以上： 無　料

3月6日（土）

無料託児サービスを実施
しています。利用には申込
みが必要です。

 

〈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

〈子宮頸がん検診〉平成13年
３月31日以前に生まれた方
※乳がん・子宮頸がん検診
　は昨年度の検診を受けて
　いない方    

◆日　時　3月3日（水）　13時30分～15時

◆場　所　保健センター（健やか１番館４階）

◆内　容 骨密度測定、血圧測定、検尿
　　　　　健康についての相談

◆申込み先　保健センター　℡(39)９０７9

◆申込み期限　２月２６日（金）

十分な距離

２ｍ以上

参考：奈良県

③不要不急の外出自粛
近隣で緊急事態宣言が出されました。感染拡大防止のため、
不要不急の外出を自粛しましょう。

特に、感染が拡大している地域への不要不急の外出は自粛し
ましょう。

一人ひとりが感染防止対策を意識し、
感染拡大を防ぎましょう！
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　　　　（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

実施場所

保健
　センター

実施日

9：00～
　　11：00

受付時間 対　象　者 検　診　内　容

健（検）診事業

3月１日～８日は女性の健康週間です
女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立

して過ごす事を総合的に支援するため、「女性の健康週

間」は創設されました。この機会に健康相談や講座を通

して自身の健康を振り返りましょう。 

女性の健康相談  
～骨コツ生活習慣チェック 骨密度を測定しましょう～

※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。

※受付時間は、３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。

最 終

がん検診を受け
た方は骨密度測
定ができます。

１３：３０～１５：００  特定健診結果、 
 筆記用具、 メガネ等

2月10日（水）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間

あなたと、身近な人の
命を守るために

①手洗い・手指消毒の徹底
・家に帰ったら、まずは手や顔を洗う。できるだけすぐに、着替
え、シャワーを浴びる。

・手洗いは30秒程度、水と石けんで丁寧に。

・手洗い後、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って
乾かす。

※ウイルスが付着した手で目や口、鼻を触ると、ウイルスは粘膜などの細胞に付着
して入り込んで増えます。ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な
皮膚には入り込むことができず、表面に付着するだけと言われています。石けん
を使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、有効です。

②人との間隔を、2ｍ（最低1ｍ）開ける
・会話は、できるだけ真正面を避ける。

・症状がなくてもマスクを着用、咳エチケットの徹底、こまめ
に換気。

新型コロナ・発熱患者受診相談窓口
（旧 帰国者・接触者相談センター） 0742-27-1132 0742-27-8565

相 談 窓 口 電話番号 FAX番号

平日・土日祝日
24時間

対応時間

奈良県庁 0742-27-8561 0742-27-8565

相 談 窓 口 電話番号 FAX番号

平日・土日祝日
8：30～17：15

奈良県立吉野保健所 0747-52-0551 0747-52-7259 平日
8：30～17：15

対応時間
料　　金

  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

  20～69歳：1,000円
  70～74歳：   700円
  75歳以上： 無　料

3月6日（土）

無料託児サービスを実施
しています。利用には申込
みが必要です。

 

〈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

〈子宮頸がん検診〉平成13年
３月31日以前に生まれた方
※乳がん・子宮頸がん検診
　は昨年度の検診を受けて
　いない方    

◆日　時　3月3日（水）　13時30分～15時

◆場　所　保健センター（健やか１番館４階）

◆内　容 骨密度測定、血圧測定、検尿
　　　　　健康についての相談

◆申込み先　保健センター　℡(39)９０７9

◆申込み期限　２月２６日（金）

十分な距離

２ｍ以上

参考：奈良県

③不要不急の外出自粛
近隣で緊急事態宣言が出されました。感染拡大防止のため、
不要不急の外出を自粛しましょう。

特に、感染が拡大している地域への不要不急の外出は自粛し
ましょう。

一人ひとりが感染防止対策を意識し、
感染拡大を防ぎましょう！
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