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子育てひろば子育てひろば子育てひろば

３月１日～３月７日は子ども予防接種週間です
この時期は、4月からの入園・入学に備え、接種漏れを見

直すよい時期と考えられます。この機会に、接種状況に

ついて、母子健康手帳等でご確認ください。

特に令和３年4月に小学校就学予定の児を対象とした麻
しん・風しん２期の接種期限は令和３年3月31日（水）ま
でとなっています。ご注意ください。

定期の
予防接種

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ 

3月   ４日（木）
3月 1１日（木）

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

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

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

就学前幼児と
保護者

未就園児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

3月 13日（土）

3月 2６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)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

「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  3月   ４日（木）10:30～ 11:30

10:00～
 11:00

教育委員会事務局
子育て支援係
(I P) ℡ 32-8967

3月   ２日（火）
3月   ９日（火）

吉野町
中央公民館

任意予防接種（ロタ〔令和２年７月31日以前に出生した

方〕、おたふくかぜ、インフルエンザ等）を令和２年度（令

和２年4月1日～令和３年3月31日までの間）に接種され

た方は、助成申請期限が令和３年3月31日（水）までと
なっています。詳しくは保健センター（℡32-0521）にお

問い合わせください。

日本脳炎

不活化ポリオ・百日咳・ジフテリア・破傷風の混合接種

ヒブワクチン 小児用肺炎球菌ワクチン

BCG 麻しん・風しん 水ぼうそう

その他

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の
　　　　　　　　　　　　　　助成期限は３月３１日（水）までです

令和2年度のインフルエンザワクチン
　　　　　　　　　　費用助成申請期限は３月３１日（水）までです

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】

１３：３０～
　　１５：００

 特定健診結果、 
 筆記用具、メガネ等

3月11日
　　（木）

実 施 日 持 ち 物時　間

健康相談（予約制）

過去に肺炎球菌ワクチンを接種し

た方は対象外です。

自己負担額：3,000円

　　　　　（生活保護世帯は無料）

この機会にぜひ受けましょう！詳しく

は保健センターへお問い合わせく

ださい。

令和2年10月1日～令和3年1月31日までにインフルエンザ予防接種を受けた方は、費用助成があ

ります。申請がまだお済みでない方は、3月31日（水）までに申請手続きを行ってください。

申請方法等、詳しくは保健センターへお問い合わせください。

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させていただきます。

ぜひお越しください。　◆申込み　保健センター（℡39-9079）

３月は「自殺対策強化月間」です　

大切な人の命を守るために
　　　　　　　　　あなたにできること
◎食事の量が減った

◎よく眠れていないようだ

◎ため息が目立つようだ

◎口数が減った

◎感情が不安定…

　あなたの周りの方が「いつもと違う」とき、まずは
　「どうしたの？」と声をかけてみましょう。

こころの悩み相談を行います　３月４日（木）　１５時～１６時
◆お問い合わせ　長寿福祉課　NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

こころさわやか

　ひとりで悩みをかかえこまないで
　　つらい…　誰かに聞いてほしい
　　　そんな時、ひとりで悩まず、まず相談を・・・

　●ならこころのホットライン

　　　℡０７４４（４６）５５６３ 　 平日９時～16時

　●奈良いのちの電話　　 
　　　℡０７４２（３５）１０００　24時間 365日

　●自死遺族支援“よりそいの会 あかり” 
　　　℡０７４２（３５）７２００ 毎週火曜10時～16時

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/

子育てに　　
関わっている方

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。

年　　齢 対象者生年月日
65歳
70歳
７５歳
８０歳
８５歳
９０歳
９５歳

１００歳以上

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
昭和20年4月2日～昭和21年4月1日
昭和15年4月2日～昭和16年4月1日
昭和10年4月2日～昭和11年4月1日
昭和5年4月2日～昭和6年4月1日
大正14年4月2日～大正15年4月1日
大正10年4月1日以前生まれ

令
和
２
年
度
対
象
者
の
年
代

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。

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。
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COVID-19 Infomation 新型コロナ対策関連情報

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、次の5つの場面に注意しましょう！

感染リスクが高まる「5つの場面」

会食時に注意したいポイント

参考：内閣官房一人ひとりが注意して感染拡大防止に努めましょう！

飲酒を伴う懇親会等

●飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下す

る。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。

●特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大

人数が滞在すると、感染リスクが高まる。

●また、回し飲みや箸などの共用は感染のリスクを高め

る。

大人数や長時間におよぶ飲食

●長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒

では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。

●大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が

飛びやすくなるため、感染のリスクが高まる。

体調が悪い人は
参加しない

箸やコップは使
い回さず、一人
ひとりで

マスクなしでの会話 居場所の切り替わり狭い空間での共同生活

1
●飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下す

る。また、聴覚が鈍り、大きな声になりやすい。

●特に敷居などで区切られている狭い空間に、長時間、大

人数が滞在すると、感染リスクが高まる。

●また、回し飲みや箸などの共用　　　　　　　　　　

は感染のリスクを高める。

　　　 　　　 ２
３ ４ ５

●長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご酒

では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。

●大人数、例えば5人以上の飲食では、大声になり飛沫が

飛びやすくなるため、感染のリスクが高まる。

●マスクなしに近距離で会話をするこ

とで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染

での感染リスクが高まる。

●マスクなしでの感染例としては、昼

カラオケなどでの事例が確認されて

いる。

●車やバスで移動　　　　　　　　

する際の車中でも　　　　　　　　

注意が必要。

●仕事での休憩時間に入った時など、

居場所が切り替わると、気の緩みや

環境の変化により、感染リスクが高

まることがある。

●休憩室、喫煙所、更衣室での感染が

疑われる事例が確認されている。

●狭い空間での共同生活は、長時間に

わたり閉鎖空間が共有されるため、

感染リスクが高まる。

●寮の部屋やトイレなどの共有部分で

の感染が疑われる事例が報告されて

いる。

　　　 　

　　　 　

食べるときだけマスクを外し、
会話の時はマスク着用

●フェイスシールド・マウスシールド

はマスクに比べ効果が弱いこと

に留意が必要

席の配置は斜め向かいに

●正面や真横はなるべく避ける

●食事の際に、正面や真横に座った場合

には感染したが、斜め向かいに座った場

合には感染しなかった報告事例あり

飲酒をするのであれば、

①少人数・短時間で

②なるべく普段一緒にいる人と

③深夜・はしご酒などは控え、適度な酒量で

換気が適切になされているなど
の工夫をしている、ガイドライン
を遵守したお店で

令和２年度　いきいきクラブ活動報告
今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、活動を一時中断してましたが、活動を再開し、感染予防対策を十分

に行い、実施しました。

『保温パッククッキング』とは？
食材と調味料を入れた高密度ポリエチレン袋を沸騰水中に入

れて加熱する『パッククッキング』と、鍋を毛布などの保温材で

包んで加熱する『保温調理』を組み合わせた調理法のこと。

リモート講義『介護予防を支える力』

川崎医療福祉大学 石本准教授の講義を

リモートで実施しました。

介護予防の先進的な事例について学ん

だり、今後の吉野町について思いを話し

合ったりしました。

「いきいきクラブ」で一緒に活動したい方を募集！
募
集
中

体験談や思いを聞けて
ためになった！

耐熱のポリ袋に材料を
入れて、煮込むと・・・

できあがり！

いきいきクラブがないと
さみしかった…

いきいきクラブに来て、
みんなと交流できるのが

楽しい！

ポリ袋でできる食事に
ついて楽しく教えて
もらえてよかった！

『保温パッククッキング（災害食）』調理

ライフラインが寸断された災害時など、調理するための環境が十分でないときに、利用できる『保温

パッククッキング』について学びました。

いきいきクラブでは、健康づくりや介護予防の輪を吉野町全体に広げるため、毎年がん検診や

禁煙の啓発活動などを行っています。また、身近な健康の課題について、いきいきクラブの中

で学び、ご自分の地域のサロンなどで広められている方もいます。

一緒に健康や介護予防について学んだり、啓発活動をしてみませんか？

ご興味のある方は、長寿福祉課（℡32-0521／32-8856）までご連絡ください。
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