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5月31日～6月6日は
　　禁煙週間です ！

たばこの健康影響を知ろう!
　　　　～新型コロナウイルス感染症とたばこの関係～

6月最初の1週間は禁煙週間です。たばこにはニコチンな

ど強い依存性のある物質が含まれており、喫煙している

方が禁煙を1週間続ける事は大きな努力と忍耐が必要で

あると言われています。しかし、個人差はありますが、この

辛い1週間を乗り越えると『吸いたい欲求』は乗り越えら

れると言われています。禁煙週間の1週間から…禁煙を

始めませんか？

保健センターでは、禁煙・受動喫煙についてのご相談を

受け付けています。お気軽にご相談ください。また、奈良

県在住および在勤の方に限り無料で利用できる禁煙応
援サイト“禁煙マラソン”もぜひご活用ください。

詳しくは『すこやかネットなら』のサイトをご覧ください。

すこやかネットなら 
　http://www3.pref.nara.jp/sukoyaka/
　1033.htm

◆応募資格
　吉野町在住で、本年6月１日現在で70歳以上のよい歯
の保持者（自薦、他薦、昨年度の入賞者いずれも可）

◆申込み　
　7月9日（金）までに町内各歯科医院で予備審査を受けて
ください。

◆審査基準
　○どれだけの歯が残っているか　
　○丈夫な歯であるか
　○健康状態はよいか
　○生活習慣はよいか

◆表彰　入賞者には、賞状並びに記念品を贈呈します。

◆お問い合わせ
　長寿福祉課　ＮＴＴ・・・℡（３２）８８５６　ＩＰ・・・℡（３９）９０７８
　または町内各歯科医院へ

医療機関名
木村歯科医院
笹木歯科医院
辻井歯科医院
土居歯科医院
森口歯科医院

所在地
新子３６４
丹治１３５-3
平尾３１２
立野22２
上市２３４５

電話番号
℡（36）６９５３
℡（32）５０４８
℡（32）８１３４
℡（32）２６２３
℡（32）２５６８

後期高齢者を対象に「お口の健康診査」口腔健診を実施します

高齢者よい歯の健康コンクール　8020運動

口腔健診実施歯科医療機関一覧表
（吉野町・大淀町・下市町）

80歳になっても
自分の歯を20本以上、保つことを

目標にしましょう。

高齢者の健康を保持・増進し、生活の質（ＱＯＬ）の向上
を図り、健康寿命の延伸を目的とします。

◆健診対象者
75歳・80歳・85歳（4月1日現在）の奈良県後期高齢
者医療被保険者。

◆一部負担金　なし （無料で受診できます）

◆実施期間　6月1日～11月30日

◆実施方法
一般社団法人奈良県歯科医師会に属する奈良県の
歯科医療機関にて、口腔健診を実施。

口腔健診の申込み方法
口腔健診実施歯科医療機関一覧表にある歯科医療機
関へ事前にご予約いただき、受診当日に受診券（はが
き）（※）と被保険者証をご持参ください。
※受診券（はがき）は5月下旬に奈良県後期高齢者医療
　広域連合より健診対象の被保険者の方へ送付され
　ます。

問奈良県後期高齢者医療広域連合　事業課
　℡0744（29）8430

ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られた薬

（先発医薬品：新薬）の特許が切れてから作られた薬です。

厚生労働省により新薬と有効性や安全性などが同等と

認められたものが生産されていますので安心です。

みなさんの窓口負担を節約できるジェネリック医薬品を

ぜひ活用しましょう。

※ジェネリック医薬品の利用は、

医師、薬剤師にご相談ください。

作品創作をとおして、高齢者の積極的な社会参加と生き
がいづくりを推進するとともに、高齢者の社会・文化活動
について一層の普及啓発を図るため、次の要領にて開催
します。

◆開催日時
　９月3日（金）～9月８日（水）　9時～16時
　〈９月6日は休館〉

◆開催場所　奈良県文化会館　展示室

◆出品資格
県内在住で昭和3８年4月1日以前に生まれたアマチュア

◆出品部門  日本画、洋画、書、工芸、手芸、写真〈６部門〉
◆出品手数料　１点１，０００円

◆出品作品
　出品者により創作されたもので、１部門につき1人2点
　までとし、未発表のものに限る。

◆出品申し込み　
７月16日（金）までに役場長寿福祉課まで申し込んでく
ださい。申込書は長寿福祉課で配布しています。
　※シニア県展（第50回奈良県高齢者美術展）出品要領
　　は、申込時にお渡しします。

◆お問い合わせ
（福）奈良県社会福祉協議会　すこやか長寿センター
　　　　　　　　　　　　　　 　℡0744（29）0120
または吉野町役場　長寿福祉課
　　　　NTT・・・℡(32)8856　IP直通・・・℡(39)9078

一生を　共に歩む　自分の歯
　　　　　　　　～6月4日から6月10日は歯と口の健康週間です～
歯と口は健康に生きていく力を支えるものであり、歯と口の健康を保つためには、歯科疾患の予防や歯と
口の健康を保持することが重要となります。歯科疾患を早い時点で見つけ、治療につなげることで悪化を
防ぎ、歯の寿命を延ばすことができます。この機会に歯と口の健康について振り返ってみませんか？

シニア県展（第50回奈良県高齢者美術展）作品募集

医療機関名

木村歯科医院

笹木歯科医院

辻井歯科医院

土居歯科医院

医療法人さくら会
森口歯科医院

今西歯科医院

今元歯科

医療法人
うえむら歯科医院

岡下歯科医院

尾上歯科医院

榎本歯科医院

北村歯科医院

木村歯科医院

所在地

吉野町新子３６４
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大淀町下渕96
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