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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月号と同時配布の「令和３年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。

「令和３年度健康づくりカレンダー」は令和４年3月末まで保管してください。

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…保健センター（長寿福祉課）　℡（３２）０５２１【NTT】、（３９）９０７９【IP】

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]

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4年３月31日以前
　に生まれた方

＊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。

●肝炎ウイルス検診
昭和57年３月31日以前に
 生まれた方
 （以前に肝炎ウイルス検診
 を受けていない方）

  　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7日（木）

保健
センター

南国栖
自治会館

9月10日（金）

9月30日（木）

9月11日（土）

吉野運動
公園10月1日（金）

実 施 日 対 　 象 　 者 料 　 金実施時間※実施場所 検（健）診内容

５００円

無料

９月27日（月） 保健センター
13：00～
　15：30

子宮頸がん ・ 乳がん ・ 大腸がんセット検診
実施日 対象者 料　金検診内容実施場所 実施時間

子
宮
頸
が
ん

乳
が
ん

大
腸
が
ん

平成14年3月31日
以前に生まれた方
（昨年度の検診をう
けていない方）

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

20～69歳：1,000円
70～74歳： 700円
75歳以上：　 無料

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

問診と2日分の検便
による便潜血検査

マンモグラフィ検査
（X線撮影）

昭和57年3月31日
以前に生まれた方
（昨年度の検診をう
けていない方）

平成4年3月31日
以前に生まれた方

検診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37年４月２日～昭和4２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　事前に保健センターにご連絡ください。

※昭和42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受けることができ

ます。

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。

血液検査で異常
が見つかり、早期
に治療を受けるこ
とが出来た。

受診で安心を得ら

れます。

年に一度健診を受
けることが、生活習
慣を見直す良い機
会になっています。

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

9月は健康増進月間！　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～

この機会に健（検）診を受けて、普段頑張っているからだの状態をチェックしましょう。

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・検便容器等をお送りします。
※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。

高齢者インフルエンザ予防接種の助成について
◆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害のある方､

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害のある方(主治医に

ご相談ください。)で接種を希望される方｡

問詳しくは保健センター℡（32）0521まで

吉野町に住民票がある方について10月より季節性イン
フルエンザ予防接種費用を助成します｡
※個別通知はありませんのでご注意ください。

◆実施期間　令和3年10月1日～令和4年1月31日

◆接種者負担額　２，０００円（生活保護世帯は無料）

◆接種方法
必ず各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｡

９月は健康増進普及月間です

・・・歯科健診実施日

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。

栄養・食生活

休養・こころの健康

健康管理

●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

●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

●定期的に健（検）診を受診し、
　生活習慣の改善につなげよう

身体活動・運動
●ウォーキングなどの運動習慣を身につけよう
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受動喫煙防止
●喫煙者を減らして、受動喫煙防止に取り組もう

9：00～
　　12：00

8：30～
　　12：00

９月１0日（金）・１１日（土）は、定員に達
したため、申込受付を終了しました。
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救急車を呼んだ方がよいか迷ったときには・・・ 救急医療に関する電話相談について

9月は高齢者福祉月間です

＜奈良県救急安心センター相談ダイヤル＞

●電話番号　①0744（20）0119
　　　　　　　（ IP・ダイヤル回線）

　　　　　　②♯7119（携帯電話・プッシュ回線）
●相談時間　２４時間対応

＜こども救急電話相談（対象：15歳未満の子ども）＞

●電話番号　①0742（20）8119
　　　　　　　（ IP・ダイヤル回線）

　　　　　　②♯8000（携帯電話・プッシュ回線）
●相談時間　平日：18時～翌朝8時

　　　　　　土曜：13時～翌朝8時

　　　　　　日曜・祝日・年末年始：8時～翌朝8時

発熱・ケガなどの急病時に「病院を受診する方がいいのか？救急車を呼んだ方がいいのか？応急処置はどうすればい

いのか？」等で迷った時は、奈良県救急相談ダイヤルをご利用ください。専門の看護師・相談員、必要に応じて医師が

電話でアドバイスします。この電話は、あくまでも相談・助言を目的とするものです。症状が重篤ですぐに救急車が必

要な場合は、119番通報をしてください。

令和２年中に全国の自殺者数が約２.１万人、奈良県内で

も２０２人の方々が自殺で亡くなられています。自殺は身

近で深刻な社会問題となっています。

平成１９年６月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」に

おいて、９月10日の世界自殺予防デーに因んで、毎年９

月10日からの１週間を『自殺予防週間』として設定し、

国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による

啓発活動を強力に推進することとされています。

ひとりで悩まないで…
あなたの気持ち、話してください

・奈良いのちの電話

　　℡0742(35)1000　24時間365日

・ならこころのホットライン（精神保健福祉センター）

　　℡0744（46）5563
　　平日９時～16時（土日祝休み）

・ならこころのホットラインwithコロナ

　　℡0742（81）8527
　　平日夜間16時～20時／土日祝日9時～20時

　　※いずれも受付19時30分まで

・長寿福祉課
　　NTT…℡（32）8856  IP直通…℡（39）9078
　　平日8時30分～17時15分（土日祝休み）

「避難行動要支援同意者名簿」登録の同意申請書をお送りします

在宅で生活されている方のうち、下記のいずれかに該当
する方

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・乳幼児（未就学児とその母親）

④難病患者　  ⑤日本語に不慣れな外国人

⑥その他（65歳以上の１人暮らしの高齢者・夫婦のうち
いずれかが80歳以上の世帯）

大規模災害に備え、あらかじめ避難支援関係機関に提供
する名簿です。

◆お問い合わせ　長寿福祉課
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

◎町 事 業　　◆100歳到達　　敬老祝金贈呈

◎県 事 業　　◆100歳到達　 祝状・記念品贈呈

◆お問い合わせ　長寿福祉課

　　NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

避難行動要支援同意者名簿とは？

対象者

自殺は防ぐことができます
　　　　　心のサインに気づいてください
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だより

吉野広域行政組合
　　　　からのお知らせ

　暑い日が続いていますが、みなさまお元気でお過ご

しでしょうか。

　さくら苑では新型コロナウイルスの予防接種も無事

終わり、利用者様の体調等お変わりなく過ごされていま

す。まだ新型コロナウイルスは収束に至らず利用者様な

らびに家族様にはご不便をおかけしている状態が続い

ています。今後は一日も早く穏やかな生活を取り戻し、

今まで以上の地域貢献ができるように努力していきた

いと考えています。最後

になりましたが、お体に

はくれぐれも気を付けて

お過ごしいただけますよ

うお願い申し上げます。

※現在、さくら苑では面会制限を行っています。
　面会希望の方は事前にお問い合わせください。

◆お問い合わせ　吉野広域行政組合  ℡（39）9245
　　　　　　　　特養さくら苑  ℡（32）8950

９月１０日（金）世界自殺予防デー ９月１０日（金）～１６日（木）自殺予防週間

身近な方に、”いつもと違う”言動が見られませんか？

気になる様子があれば、「心配している」というメッセージ

を伝えましょう。

あなたの身近に、悩みや問題を抱えて辛い思いをしてい

る方はいませんか？かけがえのないいのちを守るために

大切なのは、「気づく」「聴く」「つなぐ」「見守る」ことです。

誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指して

健康づくりには、「日頃からの取り組み」と
「かかりつけ医を持つこと」が大切です。

食事や運動習慣を見直す、年に1回は健診（特定健診・が

ん検診・歯科健診）を受けるなど、日頃から健康づくりに取

り組み、健康の保持・増進や疾病の早期発見を心がけま

しょう。

「かかりつけ医」とは、主に地域の診療所・医院・クリニック

や規模の小さい病院で、病気になった時の初期症状の治

療や、家族ぐるみの日常的な健康管理にあたっている医師

のことを言います。まずは何でも相談できる「かかりつけ」

を探しましょう。かかりつけ医をもつことで、日頃から気軽

に健康について相談することができ、病気の詳しい説明や

必要に応じて適切な医療機関を紹介してもらうことができ

ます。

かかりつけ医を持ちましょう

健康づくりに取り組みましょう

多年にわたり、社会の発展に寄与された方々に敬老の意
を表すと共に、誰もが生きがいをもって、健康で安心して
暮らせる長寿社会を築くことが大切です。
本町では、この期間中に敬老祝い事業を通して、長寿の
お祝いを右記のとおりお届けします。

９月中旬ごろに右記対象の方へ同意申請書を送付しま
す。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、お手元に届きましたらご確認を
お願いします。

利用者の方々による製作物

利用者の書道作品も展示▶


