
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

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。

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 ７月17日（土）

７月15日（木）

13:00～
 16:00

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お
ります。※申込は不要です。

子育てに　　
関わっている方

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/

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 場　所 お問合せ

キットパスで手形・足形アートを作ろう！
※当日までにお申込みください。７月  9日（金）10:00～

 11:00

にこにこルーム

にこにこランド

育児相談

吉野町
中央公民館

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

0～2歳児と保護者

0～2歳児と保護者

未就園児と保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

７月30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

教育委員会事務
局

教育総務課
( I P) ℡ 32-0190

７月  １日（木）
７月  ８日（木）
７月15日（木）
７月  6日（火）
7月13日（火）
７月20日（火）

すこやか相談
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。
※申込が必要です。

未就園児と保護者８月  ６日（金）13:00～ 1６:00

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

就学前幼児と
保護者

木のフレームを作ります。
※事前にお申し込みください。子育て講座 10:30～

 11:30

育児サークル
「ぴよぴよ広場」

未就園児と保
護者・妊婦の方

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いただき、不足分の接種を受けてください。
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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

  7月 12日（月）

  7月 16日（金）

R3. 2. 1～R3. 3.12生

R2.11. 1～R2.12.12生

  R1年10月～12月生

  H29年11月～H30年1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

R2. 8. 1～R2. 9.12生　　　 　　R2. 6. 1～R2. 7.12生　

事 業 名 受付時間 対　　象 備　　考実施日
１4：20～１４：30

10日前までに保健センターにお申し込みく
ださい。【持ち物：予防接種予診票、母子手帳】

７月30日（金） 小学6年生の
日本脳炎2期未接種者日 本 脳 炎 2 期

１4：00～１４：20７月30日（金） ５歳児（H27.4.2～H28.4.2生）麻しん・風しん２期

幼児健診対象の方には、
個別にお知らせします。

１4：00～１４：308月  5日（木） 小学6年生
（H21.4.2～H22.4.1生）

ジフテリア・破傷
風混合トキソイド
（ D T ２ 期 ）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、吉野町においても子育てに対する負担の増加や収入の減少な

どにより、生活に大きな支障をきたしています。依然としてその生活実態が厳しい状況にあることを踏まえ、吉野町独自

の取り組みとして、子育て世帯の生活を支援するため、下記の対象者に対して商品券を進呈します。

申請手続きは必要ありません。商品券が使用できる店舗一覧を同封いたします。

※令和３年４月から令和４年３月までの間に新規認定される方や、認定対象となる児童が増える場合も
対象となります。

※令和３年４月から令和４年２月末までに生まれる新生児も対象児童となります。

町民税務課から町民税務課からののお知らせお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

子育て世帯生活応援事業商品券贈呈のご案内

対 象 者 令和３年３月末時点で児童扶養手当および特別児童扶養手当の認定を受けている方

進 呈 品

備 考

児童ひとりあたり３万円分の吉野町商業協同組合商品券（1,000円券×30枚）

問町民税務課　子育て世帯生活応援事業担当
℡（32）3081（内線122）　直通（39）9063

ひとり親世帯につきましても同様の給付金を支給しています。
詳しくは「広報よしの6月号」をご覧ください。

❶令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であり、令和３年度分の住民税均等割
　が非課税である方（申請手続き不要）

❷平成15年4月2日から令和3年3月31日生まれの児童（※障がいをお持ちの児童は平成13年4月
　2日生まれ以降）の養育者であって、以下のいずれかに該当する方（申請手続き必要）

●支給対象者と思われる方は、役場 町民税務課までご連絡ください。

●申請用紙等をお送りしますので、氏名、住所、振込口座等を記入していただき、
　窓口まで持参もしくは郵送でご提出ください。

低所得者の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

対 象 者 下記①・②のいずれかに該当する方

支 給 額

備 考

児童ひとりあたり一律５万円

申請方法

問町民税務課　子育て世帯特別給付金担当
℡（32）3081（内線122）　直通（39）9063

（ひとり親以外の低所得の子育て世帯分）

●令和３年度分の住民税均等割が非課税である方

●新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３年度分の住民税均等割が
非課税である者と同様の事情にあると認められる方（家計急変者）

申請期限
令和4年
2月28日

吉野町

独自

※新型コロナウイルス感染症の影響により、受付時間等変更となる場合があります。変更となる場合は追って連絡します。
　ご理解くださいますようお願いします。
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CIVID-19 Infomation 新型コロナにかかるお知らせ

１ 暑さを避けましょう

２ 適宜マスクをはずす

３ こまめな水分補給

４ 日頃から健康管理をしましょう

５ 暑さに備えた体力づくり

・エアコンを利用する等、部屋の温度を調整

・感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を
確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整

・急に暑くなった日等は特に注意する

・暑い日や時間帯は無理をしない

・こまめに休息を取る

・涼しい服装にする

・のどが乾く前に水分補給

・1日あたり1.2リットルを目安に

・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

・気温、湿度の高い中でのマスク着用は要注意

・屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を確保でき
る場合には、マスクをはずす

・マスクを着用している時は、負荷のかかる作業や運
動を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適
宜マスクをはずして休憩を

・日頃から体温チェック

・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅
静養

・暑くなり始めの時期から適度に運動を

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で

・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じ
る強度で毎日30分程度

・夏バテなどで体力が落ちると熱中症に
なりやすくなるため、栄養バランスの良
い食事を心がける

十分に距離をとる

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
7月～9月頃は、高温で湿度の高い時間が増えます。このような時期に多いのが「熱中症」です。

新型コロナウイルスの出現に伴い、感染防止の3つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの
着用、③手洗いや「3密（密集・密接・密閉）」を避ける等の「新しい生活様式」が求められています。このよう
な「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイントは以下のとおりです。

熱中症の症状

軽度  めまい、失神、筋肉痛（こむら返りなど）

中度  吐き気、大量の汗、頭痛、39度以上の熱

重度  顔が赤く、意識がもうろうとしている、

　　  汗が出ない、40度を超える熱。

こんな時はすぐに体を冷やし、救急車を！

　①意識がない、もうろうとしている。

　②吐き気、嘔吐がある。

　③自分で水分を摂ることが不可能。

　④けいれんしている。

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

7月14日（水） 保健センター
13：00～
　15：30

7月の健（検）診事業 子宮頸がん ・ 乳がん ・ 大腸がん検診

実施日 対象者 料　金健診内容実施場所 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
（レントゲン）

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

虫刺されにご注意！

　これからの季節は、蚊やダニ等の虫が多く発生します。

最近では、国内で蚊やダニ等が媒介する感染症も報告さ

れています。露出範囲が広い服を着用する夏の季節は、

虫刺されが多くなる時期です。虫除けスプレーを適度に

使用し、野山に入る際には露出の少ない服を着用するこ

とで虫刺されを防ぎましょう。また、日焼け止めクリーム

等を使用する際は、日焼け止めクリーム等を塗布後に虫

除けスプレーを使用しましょう。

塗った
後で

肝臓は沈黙の臓器とも言われ、病気を患っても症状が

出ないことが多いと言われています。なかでも肝炎ウイ

ルスの多くは感染しても初期は自覚症状がほとんどない

ために、慢性肝炎や肝臓がん等に進行して初めて感染が

判ることがあります。肝炎ウイルス検査を受けて感染の

有無を調べることで治療や肝疾患への進行を防ぐことが

できます。

吉野町では、「ミニドック」の中で

40歳以上の方を対象に肝炎ウイ

ルス（B 型・C 型）検診を実施

しています。詳しくは保健センター

にお問い合わせください。

問保健センター
NTT・・・℡(32)0521　IP直通・・・℡(39)9079

7月26日～8月1日は 肝臓週間です。

高齢者、子ども、障害者の方々は、熱中症になりやすいので十分に注意しましょう。
３密（密集・密接・密閉）を避けつつ、周囲で声をかけ合いましょう。

POINT

参考：厚生労働省、環境省
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