
7　　広報 YOSHINO

昭和５8年4月1日～平成15年3月31日生まれの方が

個別で受診した乳がん検診の費用が対象

申請に必要な物

・印鑑

・吉野町乳がん検診費用助成申請書

・領収書

・預金通帳（口座番号のわかるもの）

申請期間

令和5年3月31日まで

注意事項

・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに受診した 

乳がん検診が対象です。

・この助成は2年に1回受けることができます。

助成の対象とならない方

・乳房について治療中または経過観察中の方

・乳房にしこりや痛み等なんらかの自覚症状のある方

など

対象検査方法

マンモグラフィまたは乳腺エコー

助成額

検診に要した費用の3分の2の額（限度4,000円）

※100円未満切り捨て

助成の申請方法

①各医療機関にて検診を受診し、定められた料金を窓口

にて支払う。

　　　　　　　　　　　▼

②保健センターに申請する。（検診受診後に申請をお願

いします。）

　　　　　　　　　　　▼

③助成金が指定口座に振り込まれる。

・特定健診結果

・筆記用具

・眼鏡など

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。

１３：３０～

　１５：００

保健

センター

12月 8日

（木）

実 施 日 持  ち  物実施時間実施場所

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！

１１月・12月に実施したミニドックの結果相談会を実施

します。栄養士・保健師がわかりやすく、日常生活での

減塩のポイント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。

１３：３０

～

１５：００

１１月１３日の

ミニドック

受診者

１２月３日・

４日の

ミニドック

受診者

・ミニドック結果

 (別の機会に健診

 を受診した方は

 その健診結果）

・筆記用具

・味噌汁

・眼鏡など

12月14日

（水）

1月6日

（金）

実 施 日 持  ち  物時 間対　象　者

普段飲んでいる味噌汁の塩分濃度
を測定しませんか。味噌汁を空ペット
ボトル等に入れてお持ちください。

健診結果相談会

健康相談（予約制）満２０歳～39歳の女性対象

乳がん検診の費用一部助成

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４年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。健康づくりカレンダーは令和５年3月末まで保管してください。

お問い合わせ・申込み…保健センター（長寿福祉課）　NTT・・・℡（３２）０５２１、IP・・・（３９）９０７９

※その他、別の機会に受診した健診結果について相談を
　希望する方

※

そ
の
他
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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

12月  1日（木）
1２月  8日（木）
12月15日（木）

未就園児と
その保護者

「木のおもちゃづくり」
※3日前までにお申し込みください。子育て講座 12月  1日（木） 10:30～

 11:30
よしの
こども園

よしの
こども園

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

親子で気軽に集まり、自由に過ごします。
※ご都合の良い時間にお越しください。
　（申込不要）

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。※事前にお申し込みください。

子育て相談 1２月17日（土） 13:00～
 16:00

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

「カンブリアさんによるクリスマス会」
※当日までにお申し込みください。

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と
保護者・妊婦

1２月2２日（木）

10:00～
 11:00

未就園児と
その保護者

未就園児と
その保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

吉野町
中央公民館

場　所

わかばこども園
よしのこども園

保健センター
(健やか一番館
４階)

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。

育児相談 未就園児と
その保護者

1２月  ９日（金）

10:00～
 11:00

1２月  6日（火）
1２月13日（火）

長寿福祉課
保健センター

NTT  ℡（32）0521
I P   ℡（39）9079

教育委員会事務局
教育総務課
I P   ℡（32）0190

吉野町ホームページはこちら
（子育て・母子保健情報）

母子保健事業（保健センターにて）　  問℡（32）0521【NTT】・（39）9079【IP】
予防接種事業 【持ち物：予防接種予診票、母子手帳】 ※完全予約制（予約なしの接種はできません。ご了承ください。）

 1月 5日（木）
H28. 4. 2～H29. 4. 1生麻しん・風しん２期

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日

１4：00～１4：10

１4：15～１4：20

接種をご希望の方は12月23日（金）

までにお申し込みください。H22. 4. 2～H23. 4. 1生
ジフテリア・破傷風混合
トキソイド（DT2期）

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

９月のぴよぴよ広場（育児サークル）
９月１７日のぴよぴよ広場は、ヨガインストラクター暘三先生にお越しいただき、ヨガを行いました。ゆっくりと体を

動かし、体もこころもリラックスできました。子どもたちも一緒にヨガのポーズをして楽しんでいました。

次回のぴよぴよ広場は、カンブリアさんによるクリス
マス会＆手形足形アート（内容検討中）を行います。
みんなでクリスマス会を楽しみませんか。参加ご希
望の方は保健センターにお申し込みください。ご参
加お待ちしております♪（写真：昨年のクリスマス会）

ようさん
９月１７日のぴよぴよ広場は、ヨガインストラクター暘三先生にお越しい

動かし、体もこころもリラックスできました。子どもたちも

マス会＆

みんなで
望の方は
加お待ち

ようさん
行 ゆ 体

のポーズをして楽しんでいました。

ぴよぴよ広場は、カンブリアさんによる
＆手形足形アート（内容検討中）を行います

先 越

も一緒にヨガの

次回のぴ
マス会＆

よるクリス
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令和4年４月１日以降にお申し込みされた個別がん

検診は、令和5年３月３１日までです。

問保健センター ℡（３２）0521

申込済みの方で、まだ受診して

いない方は、お早めに受診してく

ださい。詳しくは、保健センター

までお問い合わせください。

個別がん検診、申し込んだのに
受け忘れていませんか？

▶日　時 １2月16日（金）　１0時～１2時

▶場　所　健やか一番館

▶対　象　体重が気になる方、健診等の結果、糖尿病、
血圧、血中脂質が基準以上など、健康づく
りに取り組みたい方

▶内　容　生活習慣病予防のポイントとなるご飯の量
や季節の味など、おいしく健康に食べるた
めの体験型勉強会　　　　　　　　　　
食べているようで摂れていない野菜。必要
な量を美味しく食べるために、体験しなが
ら学びましょう。

▶定　員　15人

▶申込締切　12月9日（金）までに保健センターへ

問保健センター ℡（３２）0521　FAX（３２）4690

参加募集

体験型 健康栄養教室

しゅうかんがつ にち がつ にち

高齢者インフルエンザ予防接種の費用一部助成（令和5年１月３１日まで）

吉野町内 インフルエンザ予防接種実施医療機関

○吉野病院　℡（３２）４３２１

○島田医院　℡（３２）２０２６

○潮田クリニック　℡（３２）３３８１

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がいの

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がい

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。

 接種方法　
＊かかりつけの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。

＊個人通知はありません。

＊吉野町・大淀町・下市町内の医療機関で接種される
場合、保健センターへの事前申請が必要ない場合
があります。詳しくは、かかりつけの医療機関また
は保健センター【℡（32）0521】にお問い合わせく
ださい。

 接種者負担額　
　２，０００円（生活保護受給者は無料）

COVID-19 Infoｒmation 新型コロナ対策関連情報
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障がい者控除対象者認定書 
申請手続き

「身体障害者手帳」や「精神障害者保健福祉手帳」等の
交付を受けていない方でも、６５歳以上の方で「身体の
障がいまたは認知症の状態が障がい者に準ずると町

長が認定した方」には、申告することで障がい者控除を
受けることができる「障がい者控除対象者認定書」を交
付します。
※介護保険の認定調査票や主治医意見書などの要介
護認定資料の記載内容を確認のうえ認定します。

対象者

６５歳以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳を所持しておらず、身体状況が次の
状態にある方
①６ヶ月以上寝たきりで食事・排便等に支障がある方
②要介護認定を受け、障がい者に準じる方

その他

申請には医療機関の証明（自己負担）が必要な場合が
あります。
申請の内容によっては認定されない場合があります。
詳しくは下記までお問い合わせください。

申請・問い合わせ先

　長寿福祉課　介護保険担当
　NTT・・・℡（３２）８８５６　ＩＰ直通・・・℡（３９）９０７８

12月3日～12月9日までの1週間は

「障害者週間」です

障害者週間とは？

障害者基本法により、国民の間に広く障害者の福祉に
ついての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加
する意欲を高めることを目的に設定されました。

障害について「他人事ではなく自分事」として理解
を深める1週間にしていただければと思います。

▶吉野町では、障害のある人もない人もお互いに活か
し合い、必要とされ、吉野町で住んで良かったと思え
るまちづくりを目指し、障害者基本計画において【す
べての人がともに認め合い、いきいきと暮らせるま
ち 吉野町】をテーマに掲げています。

▶地域で困っている方がいる、家族の中で困っている、
困っているけどどうしたらいいか分からない・・・等　
ありましたら長寿福祉課へご相談ください。

問長寿福祉課 ℡（３２）8856・℡（３9）9078
FAX（３２）4690

新型コロナウイルス感染症の感染再拡大防止のためのポイント

基本的な感染対策

体がだるい、熱がある、のどに
違和感があるなど、いつもと
体調が異なる時は、出勤や登
校、外出をしない。

ワクチン接種後も引き続き、　
感染対策を行う。

こまめな手洗い・手指消毒

●共用物に触った後、食事の前
後、公共交通機関の利用後など
は必ず手洗い・手指消毒

新

心
がけて

マスクの正しい着用

●マスクを鼻にすき間なくフィットさせ、しっかりと
着用

●品質の確かな、できる限り不織布マスクを着用

３密（密接・密着・密閉）の回避

●1つの密でも避け、「ゼロ密」を
　目指す。

●特に人と人との距離は十分に保つ。

●おしゃべりする時間はできる限り短くし、
大声は避ける。

●換気を行う。 ソーシャル
ディスタンス



令和4年４月１日以降にお申し込みされた個別がん

検診は、令和5年３月３１日までです。

問保健センター ℡（３２）0521
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しゅうかんがつ にち がつ にち
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