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COVID-19 Infoｒmation 新型コロナ対策関連情報

広報よしの７月号で「『新しい生活様式』における熱中症予防行動のポイント」についてお知らせしました。
今月号では熱中症予防行動のポイントをおさらいします。

「新しい生活様式」を健康に過ごしましょう！
熱中症予防 × コロナ感染防止

のどが渇いていなくてもこまめに水分補給を３・・・・・・・・・・・

入浴前後や起床後も

まずは水分補給を

●１日あたり1.2ℓを目安に

ペットボトル
５0０㎖ 2.5本

コップ
約６杯分

参考：環境省、厚生労働省

●大量に汗を
　かいた時は
　塩分も忘れずに

1 マスク着用は従来同様、基
本的感染防止対策として重
要です。
1人ひとりの行動が、大切
な人と私たちの日常を守る
ことにつながります。
高齢の方と会う時や病院に
行く時、人混みの中では、
マスクを着用しましょう。

熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要の
ない場面では、マスクを外すことを推奨

十分な距離

２ｍ以上

２●扇風機や換気扇を併用する。

●換気後はエアコンの温度を再設定

●窓とドアなど２か所を開ける（開ける窓やド
アは、対角にある方が望ましい）。

　▶同じ方向しか窓やドアがないとき
　天井や壁の高い位置にある窓を追加で開け
ると風が流れやすくなります。

注意 一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環させるだけで換気は行っていません。

エアコン使用中もこまめに換気を  （エアコンを止める必要はありません）・・・・・・・・

●屋外では、人との距離（２ｍ以上

を目安）が確保できる場合や、距

離が確保できなくても、会話を

ほとんど行わない場合は、マスク

を着用する必要はありません。

１時間ごとに

コップ１杯

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NTT・・・℡（32）0521／IP・・・℡（39）9079

予防接種事業（保健センターにて） 母子健康手帳などをご確認の上、不足分の接種を受けてください。

※時間指定の完全予約制です。予約なしの接種はできません。ご了承ください。

※感染症対策のため、受付時間の変更をお願いする場合があります。ご理解、ご協力をお願いします。

  8月24日（水）
  R4.3.5～R4.４.24生
  R3.12.5～R4.１.24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  R3.９.5～R3.1０.24生　　　  　  　R3.7.5～R3. ８.24生　

子育て中の親子が交流する場や子育て相談のお知らせ

子どもに関する
定期出張相談

吉野町
中央公民館

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10月  ７日（金） 10:３0～

 1６:00

8月  4日（木）
8月18日（木）
8月25日（木）

未就園児と
保護者

ペタペタアート「親子で作ろう 海の生
き物」※事前にお申込みください。子育て講座  8月18日（木） 10:30～

 11:30

1期初回未接種者と
小学６年生で２期未接種者日 本 脳 炎 2 期

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日

１4：00～１４：30 10日前までに保健センターに申込
【持ち物】予防接種予診票、母子手帳

8月２6日（金）

吉野町ホームページはこちら
（子育て・母子保健情報）

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 8月２7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

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。

すこやか相談 就学前の児と
保護者8月  5日（金） 1３:00～

 1６:00

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

吉野町
中央公民館

場　所

よしのこども園

よしのこども園
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)

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

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
保護者

8月25日（木） 10:00～
 11:00

教育委員会事務局
教育総務課

( I P) ℡ 32-0190

8月  2日（火）
8月23日（火）
8月30日（火）

今回の内容はカンブリ

アさんによるお話会。

キッズインストラクター

で手作り紙芝居や美術

教室を中心に活躍され

ているゲロゲロじいさ

ん(大淀町在住の岩崎さん)も参加してくれました。

６月をテーマにした絵本や劇に、子どもと保護者らは手を

たたいて口ずさんだりと楽しんでい

ました。お話会終了後は、ゲロゲロ

じいさんが持ってきた楽器に触れ

たり親子同士で遊んだりお話をした

りとコミュニケーションの輪が広

がっていました。

育児サークル(ぴよぴよ広場）を開催しました（６月17日）

次回開催予定　９／１６(金)
ヨガで体も心もリラックス！
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長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ 長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

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！

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

ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者・特定・長寿健診、歯科健診]

ABC検診 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

無  料
若年者・特定・長寿健診

歯科健診
※9月9日（金）のみ

大腸がん検診

血液検査、検尿、計測、
診察など

若年者・特定・長寿健診

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
胃部X線（バリウム）検査

8：30～
　　11：00

保健
センター

9月９日
　　（金）

9月10日
（土）

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

●胃（ABC）・肺・大腸がん検診、若
年者・特定・長寿健診、歯科健
診・・・平成５年３月31日以前に生
まれた方

●肝炎ウイルス検診・・・昭和58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）

＊ABC検診・・・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

＊若年者健診・特定健診・・・吉野町
国民健康保険加入の方が対象

＊長寿健診・・・後期高齢者医療制
度加入の方が対象

＊対象年齢にあたる、生活保護を
受給中の方は、すべての健（検）
診を、無料で受けられます。

血液検査（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）

今年度30・35・40・45・
50・55・60・65・70・75
歳になる方は無料

8月29日（月） 保健センター
13：00～
　15：30

女性のがん検診［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 受付時間

子
宮
頸
が
ん

乳
が
ん

大
腸
が
ん

平成15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
（レントゲン）

昭和58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5年3月31日
以前に生まれた方

※歯科健診
　はありま
　せん。

８月／９月の健（検）診事業

元気なときにこそ健（検）診を受診

新40歳（S57.4.1～S58.3.31生）の方へ
健康手帳と検（健）診無料クーポン券をお送りしました

40歳を境にがん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの発

病が多くなります。これらの疾患は予防や早期発見によ

る治療が可能な場合が多いとされています。

　▶無料クーポン（６月上旬送付）
　　胃・肺・大腸のがん検診、歯科健診、
　　肝炎ウイルス検診

※ご自身の健康を守るため、大いにご活用ください。

※お手元に届いていない場合は、保健センターまでご連絡　

ください。

令和元年度から令和３年度にかけて、対象の方へ順次ク

ーポン券を送付しましたが、全国的に受検率が高くない

ことから、令和6年度まで延長することとなりました。対
象となる方へ、検査を無料で受けられるクーポン券を改
めて送付しています。この機会にまず抗体検査をお受け
ください。
※無料クーポン券は、4月下旬に郵送しています。対象の方で、

クーポン券が届いていない場合は保健センターにご連絡く

ださい。

風しん抗体検査と予防接種が原則無料
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの

男性の皆様へ

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

 特定健診結果、
 筆記用具、メガネ等８月18日（木）

実  施  日 実施時間 持 ち 物

健康相談（予約制）

人工肛門・人工膀胱をもたれて、いろいろな悩みや苦労
があると思います。ひとりで抱え込まず、専門家や同じ立
場の人に相談してください。

▶日時・場所　①８月16日（火）　９～１２時
　　　　　　　 奈良県文化会館

②８月２7日（土）　９～１２時
　　　　　　　 奈良県社会福祉総合センター
▶相談対応者
　専門看護師、支部役員（ピアサポーター）
　ストーマ装具業者（製品を展示）

▶相談料　無料（申込不要）

▶対象者　県内にお住まいのオストメイトの方

問公益社団法人日本オストミー協会
　奈良県支部 川崎　℡０90（2110）5032

人工肛門・人工膀胱（オストメイト）
　　　の方に個別相談会を開催します

ヘルプマークの申込み
　吉野町役場 長寿福祉課 障がい担当窓口へ

　※申込書は、ヘルプマークを必要とする方おひとりに
　　つき１枚です。

問長寿福祉課
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかけるなど、思いやり
のある行動を

義足や人工関節を使用している方、内

部障害や難病、または高齢者・妊娠初

期の方など、援助や配慮を必要として

いることが外見からはわからない方が

います。そうした方々が、周囲の方に配

慮を必要としていることを知らせるこ

とで援助が得やすくなるよう、「ヘルプ

マーク」が作成されました。

援助が必要な方のためのマークです

ヘルプマークを知っていますか？
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長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ 長寿福祉課から長寿福祉課からののお知らせお知らせ長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

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！

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

ミニドック[胃・肺・大腸がん検診、肝炎ウイルス検診、若年者・特定・長寿健診、歯科健診]

ABC検診 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

無  料
若年者・特定・長寿健診

歯科健診
※9月9日（金）のみ

大腸がん検診

血液検査、検尿、計測、
診察など

若年者・特定・長寿健診

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
胃部X線（バリウム）検査

8：30～
　　11：00

保健
センター

9月９日
　　（金）

9月10日
（土）

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

●胃（ABC）・肺・大腸がん検診、若
年者・特定・長寿健診、歯科健
診・・・平成５年３月31日以前に生
まれた方

●肝炎ウイルス検診・・・昭和58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）

＊ABC検診・・・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

＊若年者健診・特定健診・・・吉野町
国民健康保険加入の方が対象

＊長寿健診・・・後期高齢者医療制
度加入の方が対象

＊対象年齢にあたる、生活保護を
受給中の方は、すべての健（検）
診を、無料で受けられます。

血液検査（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）

今年度30・35・40・45・
50・55・60・65・70・75
歳になる方は無料

8月29日（月） 保健センター
13：00～
　15：30

女性のがん検診［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 受付時間

子
宮
頸
が
ん

乳
が
ん

大
腸
が
ん

平成15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
（レントゲン）

昭和58年3月31日
以前に生まれた方
（昨年度の検診をう
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平成5年3月31日
以前に生まれた方

※歯科健診
　はありま
　せん。

８月／９月の健（検）診事業

元気なときにこそ健（検）診を受診

新40歳（S57.4.1～S58.3.31生）の方へ
健康手帳と検（健）診無料クーポン券をお送りしました

40歳を境にがん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの発

病が多くなります。これらの疾患は予防や早期発見によ

る治療が可能な場合が多いとされています。

　▶無料クーポン（６月上旬送付）
　　胃・肺・大腸のがん検診、歯科健診、
　　肝炎ウイルス検診

※ご自身の健康を守るため、大いにご活用ください。

※お手元に届いていない場合は、保健センターまでご連絡　

ください。

令和元年度から令和３年度にかけて、対象の方へ順次ク
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ことから、令和6年度まで延長することとなりました。対
象となる方へ、検査を無料で受けられるクーポン券を改
めて送付しています。この機会にまず抗体検査をお受け
ください。
※無料クーポン券は、4月下旬に郵送しています。対象の方で、

クーポン券が届いていない場合は保健センターにご連絡く

ださい。

風しん抗体検査と予防接種が原則無料
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの

男性の皆様へ

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

 特定健診結果、
 筆記用具、メガネ等８月18日（木）

実  施  日 実施時間 持 ち 物

健康相談（予約制）

人工肛門・人工膀胱をもたれて、いろいろな悩みや苦労
があると思います。ひとりで抱え込まず、専門家や同じ立
場の人に相談してください。

▶日時・場所　①８月16日（火）　９～１２時
　　　　　　　 奈良県文化会館

②８月２7日（土）　９～１２時
　　　　　　　 奈良県社会福祉総合センター
▶相談対応者
　専門看護師、支部役員（ピアサポーター）
　ストーマ装具業者（製品を展示）

▶相談料　無料（申込不要）

▶対象者　県内にお住まいのオストメイトの方

問公益社団法人日本オストミー協会
　奈良県支部 川崎　℡０90（2110）5032

人工肛門・人工膀胱（オストメイト）
　　　の方に個別相談会を開催します

ヘルプマークの申込み
　吉野町役場 長寿福祉課 障がい担当窓口へ

　※申込書は、ヘルプマークを必要とする方おひとりに
　　つき１枚です。

問長寿福祉課
NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、
困っているようであれば声をかけるなど、思いやり
のある行動を

義足や人工関節を使用している方、内

部障害や難病、または高齢者・妊娠初

期の方など、援助や配慮を必要として

いることが外見からはわからない方が

います。そうした方々が、周囲の方に配

慮を必要としていることを知らせるこ

とで援助が得やすくなるよう、「ヘルプ

マーク」が作成されました。

援助が必要な方のためのマークです

ヘルプマークを知っていますか？


