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たにおか まお ちゃん（３歳）たにおか まお ちゃん（３歳）

あかいし とうり くん（３歳）あかいし とうり くん（３歳） さくま せいや くん（６歳） さくま せいや くん（６歳）

かとう いおり ちゃん（２歳）かとう いおり ちゃん（２歳）

７月 健診・相談７月 健診・相談 

７月 温泉・コミュニティバス運行表７月 温泉・コミュニティバス運行表 

♦温泉バス（静内地区）

■コミュニティバス（三石地区）
地　　　区地　　　区 運行日運行日

中野町（３丁目を除く）

旭町（新生自治会地区、公住地区を除く）

神森（第２自治会地区を除く）

目名
静内駅周辺

１日㈭、15日㈭

清水丘
中野町３丁目
神森第２自治会地区
旭町新生自治会地区
旭町公営住宅地区

７日㈬、21日㈬

田原・豊畑 ６日㈫、20日㈫

市街地・真歌・入船町

８日㈭、 ９日㈮、

14日㈬、28日㈬、

29日㈭、30日㈮

川合・西川 ２日㈮、16日㈮

春立・東別・東静内・浦和 13日㈫、27日㈫

御園・農屋・桔梗親和 ６日㈫、20日㈫

毅�市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用です。

毅 温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要です。

毅 温泉バスは、65歳以上の方が利用できます。

毅 時刻・運行経路は、静内庁舎福祉課までお問合せください。
　（☎49‐0286、FAX43‐3900）

す

地　　　区地　　　区 曜日曜日 方面方面 運行日運行日

稲見・川上・清瀬・

歌笛・庄内・谷地・

美野和の一部・本桐・

鳧舞

月
静内 12日、26日

浦河 ５日、19日

稲見・川上・清瀬・

歌笛市街・久遠・本

桐・鳧舞・東蓬莱
火

静内 13日、27日

浦河 ６日、20日

稲見・歌笛・谷地・

本桐・蓬栄・富澤・

豊岡・西蓬莱・旭町

団地・緑ヶ丘公営住

宅

水
静内 14日、28日

浦河 ７日、21日

福畑・富澤・豊岡・

西端・越海町・港町・

本町
木

静内 １日、15日、29日

浦河 ８日

美野和・歌笛市街・

久遠・本桐シュム

ロ・福畑・豊岡・

西蓬莱・旭町団地

金
静内 ２日、16日、30日

浦河 ９日

毅�静内方面は「静内温泉」を、浦河方面は「みついし昆布温泉
蔵三」を経由します。

毅�コミュニティバスはどなたでも利用できます。

毅 時刻・運行経路は、三石庁舎地域振興課までお問合せくださ
い。（☎33‐2111） 

行　　事行　　事 と　き・ところと　き・ところ

幼児健診
８日㈭12時00分～ 保健福祉センター

15日㈭12時30分～ 総合町民センター

乳児健診
29日㈭８時45分～ 

保健福祉センター　　　12時30分～ 

フ ッ 素
塗    布

13日㈫13時30分～16時30分
総合町民センター

27日㈫13時00分～16時30分
保健福祉センター

28日㈬９時00分～11時00分
13時00分～16時30分

保健福祉センター

♦コミュニティバス（三石地区）

詳しくはお問合せいただくか、町公式ホームペー

ジでご確認ください。なお、健診日程などが延

期または変更になる場合は、別途通知します。

【問合せ】　保健福祉センター健康推進課 ☎42‐1287
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すこやか

【問合せ】　保健福祉センター健康推進課 　☎42‐1287

乳・子宮がん検診受付中です！乳・子宮がん検診受付中です！

25　

高齢者の歯のコンクール中止高齢者の歯のコンクール中止

かやこ

令和３年度令和３年度

日本脳炎ワクチン接種対象の方日本脳炎ワクチン接種対象の方へへ

【問合せ】　保健福祉センター健康推進課 　☎42‐1287

【会場・日程】

検診会場 検診日程 締め切り 受付時間

保健福祉
センター

８月21日㈯

８月22日㈰
８月６日㈮

① ８時 30 分～ ８時 50 分     　⑥ 12 時 30 分～ 12 時 50 分
② ９時 00 分～ ９時 20 分     　⑦ 13 時 00 分～ 13 時 30 分
③ ９時 30 分～ ９時 50 分　
④ 10 時 00 分～ 10 時 20 分
⑤ 10 時 30 分～ 11 時 00 分

※８月 22 日は乳房超音波検査を実施しません。
　８月 22 日の⑥、⑦の時間帯は子宮がん検診を実施しません。

【検診内容・料金】※昨年度、町が助成する乳・子宮がん検診を受けていない方が対象です

検診名・内容 個人負担金 対象者 無料対象者

乳がん
マンモグラフィ検査

一方向撮影 2,200 円 50 歳以上の町民 ①40歳
②41歳
③生活保護世帯二方向撮影 2,600 円 40 歳から 49 歳までの町民

乳房超音波検査 5,360 円
当日マンモグラフィ検査を受けた
40 歳から 49 歳までの町民

子宮がん

頸部がん検診（頸部細胞診） 2,100 円

20 歳以上の町民

①21歳
②40歳
③生活保護世帯

経腟超音波検査 1,050 円

ＨＰＶ検査（ヒトパピローマウイルス） 4,980 円

毅上記料金は助成後の金額です。

毅対象年齢は令和４年３月31日現在です。

毅満40歳以上の方は、検診時に大腸がん検診（便潜血反応検査）も受診できます。

毅生活保護世帯の方は事前の申し出が必要です。

毅12月４日（総合町民センター）、２月20日、21日（保健福祉センター）の検診も申し込みを受け付けしています。

　詳しくは町公式ホームページをご覧いただくか、お問合せください。

【問合せ】　保健福祉センター健康推進課 　☎42‐1287 【問合せ】　保健福祉センター健康推進課 　☎42‐1287

　北海道対がん協会札幌がん検診センターまで無料

送迎バスを運行しています。

運行日 締め切り 定員

８月６日㈮　 ７月20日㈫

16人９月13日㈪ ８月30日㈪

10月15日㈮ 10月１日㈮

※上記以外に２月10日も実施します。詳しくは広報６月号
　をご覧ください。

　北海道歯科医師会が主催する「高齢者の歯のコン

クール」は、新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮し、本年度の実施は中止になりました。

毎日のぶくぶくうがい、歯みがきでお口の健康を！

　日本脳炎ワクチンは、製造上の理由からワクチン

の供給量が減少しているため出荷調整を行っていま

す。供給が安定するまでの間、次の方を優先的に接

種します。

毅優先接種対象者

　①４回接種のうち１期初回１回目および２回目の方

　②定期接種の年齢の上限が近づいている方

日本脳炎とは

　突然の高熱、頭痛、嘔吐などで意識障害や神経

系の障害を引き起こす病気です。ワクチン接種に

より罹患リスクを減らすことができます。

接種対象者、回数

１期  生後６か月以上７歳６か月未満の間に３回

２期　９歳以上13歳未満の間に１回

特例対象者、回数

①平成19年４月２日～平成21年10月１日生まれ

　９歳以上13歳未満の間に４回

②平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれ

　20歳になるまでの間に４回

キッズスペース完備

無料送迎バス検診受付中無料送迎バス検診受付中


