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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

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

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付時間等が変更となる場合があります。変更となる場合は追って

ご連絡します。ご理解くださいますようお願いします。

※１歳６か月児健診と３歳6か月健診対象のお子さんには、個別でお知らせします。

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育て相談 10月24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い
ます。※申込は不要です。

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

すこやか相談

町中央公民館
ホワイエ

（2階ホール前）

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

未就園児と
保護者

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

10月23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

就学前のお子さんを対象に心理士による相
談を行います。※事前にお申し込みください。

13:00～
 16:00

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

10月15日（木）
10月22日（木）
10月29日（木）

乳幼児のおやつ作り
※3日前までにお申し込みください。子育て講座 10月15日（木）

(注)０～２歳児：H２9.４.２生～ 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/

10月15日（木）

10月30日（金）

  R2. 5. 1～R2. 6.15生
  R2. 2. 1～R2. 3.15生

  H31年1月～H31年3月生
  H29年2月～H２９年4月生

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
１歳 6 か 月 児 健 診
３歳６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
１３：30～１4：00
１３：00～１3：30

R１.11. 1～R１.12.15生　　　 　　R１. 9. 1～R1.10.15生　
幼児健診対象の方には、
個別にお知らせします。

各種がん検診のお申し込みやご不明な点は、保健センター（℡39-9079）までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症が気になり、受診を控えているみなさまへ

定期的に健診・検診を受けましょう

令和2年度の特定健診・長寿健診は医療機関
での個別健診のみとなっています。7月末に郵送し
ている「受診券」と「質問票」をご持参の上、医療機関での

受診をお願いします。受診券がお手元に届いていない場

合は、町民課（℡39-9063）までお問い合わせください。

がんは、成人の２人に1人が罹患し、３人に1人ががんで命を落としています。がん検診は、受診することにより
がんの死亡率が減少する効果が認められています。この機会に検診で早期発見に努めましょう。

①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]

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

30～64歳：500円
65歳以上：無    料

30～69歳：500円
70～74歳：200円
75歳以上：無    料

30歳以上：500円歯科健診

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

肺がん（結核）検診

胃がん検診
胃部X線（バリウム）
検査10月24日

（土）

10月25日
（日）

実 施 日 対 　 象 　 者 料　　金受付時間実施場所 検（健）診内容

５００円

9００円 5００円

無料

無料

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】

１０月はがん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間です

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・検便容器等を郵送します。
※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。
　ご案内した受付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。

胃
が
ん
検
診

A
B
C

30～69歳  70～74歳  75歳以上

１０月の
健（検）診事業

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。
※事前にお申し込みください。

11月  6日（金）

10月13日（火）
10月20日（火）
１０月２７日（火）

自覚症状が現れにくい病気は少なくありません。定期的な健診と検診で健康状態をしっかりチェックしましょう。
自分の体をしっかり知るのが、健康維持の第一歩です。

8：30～
　　11：00

保健
センター

10月24日（土）、２５日（日）

の胃がん検診は、若干名

申込みを受付できます。

就学前幼児と
保護者

就学前幼児と
保護者

10:30～
 11:30

新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ

遅らせないで！　子どもの予防接種と乳幼児健診
予防接種や乳幼児健診は、子どもの健やかな成長のた

めに必要なものです。特に赤ちゃんの予防接種を先延ば

しにすると、免疫がつくのが遅れるため、重い感染症にな

る危険性が高まります。

子どもの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳

幼児健診は遅らせずに予定どおり受けましょう。

ご不明な点等は、保健センター（℡39-9079）までお問

い合わせください。

各種がん検診については、例年どおり集団健診
および個別健診を実施します。
（胃がん検診は、密を避けるため、人数に制限がありま

す。先着順ですので、受診を希望される方は早めのお申

し込みをお願いします。）

※歯科検診は
ありません。

●胃（ABC）・肺・大腸がん
　検診、歯科健診 
   平成３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

●肝炎ウイルス検診
昭和56年３月31日以前に
　生まれた方で以前に肝炎
　ウイルス検診を受けてい
　ない方
＊40歳から５歳間隔の節目と
  なる方と75歳以上の方は
  無料
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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

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

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、受付時間等が変更となる場合があります。変更となる場合は追って

ご連絡します。ご理解くださいますようお願いします。

※１歳６か月児健診と３歳6か月健診対象のお子さんには、個別でお知らせします。

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込は不要です。

子育て相談 10月24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い
ます。※申込は不要です。

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

すこやか相談

町中央公民館
ホワイエ

（2階ホール前）

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

未就園児と
保護者

0～2歳児と
保護者

0～2歳児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

10月23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

就学前のお子さんを対象に心理士による相
談を行います。※事前にお申し込みください。

13:00～
 16:00

教育委員会事務局
子育て支援係
( I P) ℡ 32-8967

10月15日（木）
10月22日（木）
10月29日（木）

乳幼児のおやつ作り
※3日前までにお申し込みください。子育て講座 10月15日（木）

(注)０～２歳児：H２9.４.２生～ 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/

10月15日（木）

10月30日（金）

  R2. 5. 1～R2. 6.15生
  R2. 2. 1～R2. 3.15生

  H31年1月～H31年3月生
  H29年2月～H２９年4月生

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
１歳 6 か 月 児 健 診
３歳６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
１３：30～１4：00
１３：00～１3：30

R１.11. 1～R１.12.15生　　　 　　R１. 9. 1～R1.10.15生　
幼児健診対象の方には、
個別にお知らせします。

各種がん検診のお申し込みやご不明な点は、保健センター（℡39-9079）までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症が気になり、受診を控えているみなさまへ

定期的に健診・検診を受けましょう

令和2年度の特定健診・長寿健診は医療機関
での個別健診のみとなっています。7月末に郵送し
ている「受診券」と「質問票」をご持参の上、医療機関での

受診をお願いします。受診券がお手元に届いていない場

合は、町民課（℡39-9063）までお問い合わせください。

がんは、成人の２人に1人が罹患し、３人に1人ががんで命を落としています。がん検診は、受診することにより
がんの死亡率が減少する効果が認められています。この機会に検診で早期発見に努めましょう。

①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]

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

30～64歳：500円
65歳以上：無    料

30～69歳：500円
70～74歳：200円
75歳以上：無    料

30歳以上：500円歯科健診

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

肺がん（結核）検診

胃がん検診
胃部X線（バリウム）
検査10月24日

（土）

10月25日
（日）

実 施 日 対 　 象 　 者 料　　金受付時間実施場所 検（健）診内容

５００円

9００円 5００円

無料

無料

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】

１０月はがん検診受診率50％達成に向けた集中キャンペーン月間です

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・検便容器等を郵送します。
※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。
　ご案内した受付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。

胃
が
ん
検
診

A
B
C

30～69歳  70～74歳  75歳以上

１０月の
健（検）診事業

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。
※事前にお申し込みください。

11月  6日（金）

10月13日（火）
10月20日（火）
１０月２７日（火）

自覚症状が現れにくい病気は少なくありません。定期的な健診と検診で健康状態をしっかりチェックしましょう。
自分の体をしっかり知るのが、健康維持の第一歩です。

8：30～
　　11：00

保健
センター

10月24日（土）、２５日（日）

の胃がん検診は、若干名

申込みを受付できます。

就学前幼児と
保護者

就学前幼児と
保護者

10:30～
 11:30

新型コロナウイルス対策が気になる保護者の方へ

遅らせないで！　子どもの予防接種と乳幼児健診
予防接種や乳幼児健診は、子どもの健やかな成長のた

めに必要なものです。特に赤ちゃんの予防接種を先延ば

しにすると、免疫がつくのが遅れるため、重い感染症にな

る危険性が高まります。

子どもの健康が気になるときだからこそ、予防接種と乳

幼児健診は遅らせずに予定どおり受けましょう。

ご不明な点等は、保健センター（℡39-9079）までお問

い合わせください。

各種がん検診については、例年どおり集団健診
および個別健診を実施します。
（胃がん検診は、密を避けるため、人数に制限がありま

す。先着順ですので、受診を希望される方は早めのお申

し込みをお願いします。）

※歯科検診は
ありません。

●胃（ABC）・肺・大腸がん
　検診、歯科健診 
   平成３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

●肝炎ウイルス検診
昭和56年３月31日以前に

　生まれた方で以前に肝炎
　ウイルス検診を受けてい
　ない方
＊40歳から５歳間隔の節目と
  なる方と75歳以上の方は
  無料


