
　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

　麻しんはウイルス性の感染症です。感染力が非常
に強く、感染すると重い症状が出る場合もあります。
　麻しんの感染を予防するために、予防接種を受け
ましょう。

毅対象者　  １期：満１歳から２歳未満の子

             ２期：小学校就学前（平成 25 年４月
　　　　２日～平成 26 年４月１日生）の子

毅接種期間 １期：対象年齢の間

               ２期：３月 31 日まで

毅料　金    無料（ 上記接種期間を過ぎると、接種料金は

自己負担となります）

毅持ち物     母子健康手帳、予診票

毅接種場所 （要予約 )

               町立静内病院
　　　　 町立三石国民健康保険病院　
　　　　 日高徳洲会病院
            中村脳神経内科クリニック
            山田クリニック
            

すこう くるみ ちゃん（４歳）

やまもと おうき くん（６歳）
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やまざき みそら ちゃん（５歳）
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こばやし あやと くん（４歳）

麻しん風しん混合ワクチン
の接種はお済みですか？

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

老後 を楽しくするためのヒント　介護予防のすすめ

【問合せ】　地域包括支援センターしずない　☎43‐1111

【問合せ】　保健福祉センター 　☎42‐1287　　三石庁舎 健康推進課　 ☎33‐2233

認知症のことを正しく知ることが
応援のスタートです　

　町では、「認知症サポーター養成講座」を次のとおり
開催します。認知症について話を聞いてみたい方、興
味のある方はお申し込みください。
　また、子どもを対象とした講座のほか、自治会やサー
クル活動などにおいても講座を開催しますので、お気
軽にお問合せください。

毅と　き １月27日㈪  14時00分～14時45分

毅ところ 保健福祉センター ２階会議室

毅内　容 認知症の種類や症状、予防、接し方のポ
イントなどをお話しします。

毅申し込み 地域包括支援センターしずない
☎ 43‐1111

毅その他
受講者にはサポーターの証として、オレン
ジリングをお渡しします。

認知症サポーター養成講座

　【高齢者・介護の相談窓口】
    地域包括支援センターしずない　☎43‐1111
    地域包括支援センターみついし　☎33‐2911

　11歳と 12歳のお子さんは、

二種混合予防接種の対象です！！

　【問合せ】　保健福祉センター 　　  ☎42‐1287
　　　　　　三石庁舎 健康推進課　  ☎33‐2233

毅対象者　  11 歳以上 13 歳未満（13 歳の誕生日前
　　　　　 日まで）で、接種日現在、町内にお住ま
　　　　　 いの方
毅料　金    無料
毅持ち物    母子健康手帳、予診票
毅接種場所 （要予約 )

　　　　 町立静内病院
　　　　 町立三石国民健康保険病院
            日高徳洲会病院
            仲川内科胃腸科医院
            中村脳神経内科クリニック
            山田クリニック

　　( ジフテリア・破傷風 )

住

民

検

診

毅と　き　２月１日㈯  　
毅ところ　保健福祉センター

毅受付時間 ６時00分から９時00分までの７段階

検診名 検診内容 料金 対象者（令和２年３月31日現在の年齢）
特定健診 血液・尿検査、診察、

身体計測、血圧測定
1,500円 新ひだか町国民健康保険に加入している40歳以上の方

後期健診 無    料 後期高齢者医療制度に加入している方
胃がん検診 胃バリウム検査 1,900円

40歳以上の方肺がん検診 胸部レントゲン検査 600円
大腸がん検診 便潜血反応検査 700円
肝炎ウイルス検診 

血液検査
900円 40歳以上の方 (今まで に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方)

エキノコックス症検診 300円 小学３年生以上の方(５年以内に受けていない方)
前立腺がん検診 2,100円 原則50歳以上の方
ピロリ菌検査 便検査 3,300円 原則40歳以上の方

婦
人
科
検
診

毅と　き　２月９日㈰～２月10日㈪　　　　　　
毅ところ　保健福祉センター

毅受付時間 ８時30分～11時00分、12時30分～13時30分
    (受診する検診の種類によって、受付時間が決まっています)

検診名 検診内容 料金 対象者（令和２年３月31日現在の年齢）

乳がん

検診

マンモグラフィ検査
2,200円 50歳以上で、昨年度、町が助成する乳がん検診を受けていない方
2,600円 40歳以上50歳未満で、昨年度、町が助成する乳がん検診を受けていない方

乳房超音波検査 5,360円
町内に住所を有する40歳以上50歳未満の方で、当日、マンモグラフ
ィ検査を受けた方

子宮がん

検診

頸部がん検診（頸部細胞診） 2,100円
20歳以上で、昨年度、町が助成する子宮がん検診を受けていない方経腟超音波検査 1,050円

ＨＰＶ検査（ヒトパピローマウイルス） 4,980円

住民検診 ・ 婦人科検診受付中 ✿検診会場にキッズスペース
　があります

　介護予防とは、介護が必要な状態にならない

ために、心身の衰えを予防・回復する取り組み

のことをいいます。

　介護予防のポイントは①食事、②運動、③社

会参加です。たんぱく質をしっかり取り、バラ

ンスの良い食事を心がけ、外出の機会を増やす

などして、閉じこもらないように気をつけましょう。

毅自宅でできる適度な運動を紹介します。

【足関節の運動】

　足首の運動（つま先・かかとを交互に

上げ下げ）やタオルギャザー（足指を使っ

て敷いたタオルを手
た ぐ

繰り寄せる）をおす

すめします。これらは転倒予防や歩行能

力向上のために役立ちます。

町では、筋力運動としていすに座ったまま

できる「いきいき百歳体操」の普及

を目指しています。お住まいの地域で体操

の体験会を行うこともできますので、興味

がある方は、お気軽にお問合せください。
写真提供:ファインエイジング

高齢者インフルエンザ予防接種料金の助成
は、１月31日までに接種した方が対象です。
早めの接種をお願いします。
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地　　区 運 行 日

中野町（３丁目を除く）

旭町（新生自治会地区、公営住宅地区を除く）

神森（第２自治会地区を除く）

目名
静内駅周辺

10日㈮、23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

15日㈬、29日㈬

毅市街地の方は前半１回、後半１回の月２回の利用ですので厳守願います。
 毅温泉を無料で利用するには、温泉入館料無料券が必要となります。
 毅温泉バスを利用できる方は、65歳以上の方となります。
毅時刻表・運行経路については、静内庁舎福祉課 ☎49‐0286、FAX43‐3900 までお問合せください。

救急外来診療

１月 温泉 ・ コミュニティバス運行表 

地　　区 方　 面 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

静内方面 27日㈪
浦河方面 ６日㈪、20日㈪

稲見・川上・清瀬・歌笛市街・久遠・
本桐・鳧舞・東蓬莱

静内方面 14日㈫、28日㈫
浦河方面 ７日㈫、21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

静内方面 15日㈬、29日㈬
浦河方面 ８日㈬、22日㈬

福畑・富澤・豊岡・西端・越海町・
港町・本町

静内方面 16日㈭、30日㈭
浦河方面 ９日㈭、23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

静内方面 17日㈮、31日㈮
浦河方面 10日㈮、24日㈮

■コミュニティバス（三石地区）

毅日高徳洲会病院　 ☎ 42‐0701

毅町立静内病院　　 ☎ 42‐0181

 全日程　※24時間365日受け入れています。

毅町立三石国保病院 ☎ 33‐2231
 全日程　※救急外来を受診される場合は、必ず事前に左記までご連絡ください。

救急外来は通常の診療とは異なり、休日や夜間に緊急性のある患者を対象
に行う診療です。なお、急病・救急以外での受診はお控えください。

地　　区 運 行 日
田原・豊畑 ９日㈭、28日㈫

市街地・真歌・入船町
８日㈬、16日㈭、17日㈮
24日㈮、29日㈬、30日㈭

川合・西川 10日㈮、24日㈮
春立・東別 ８日㈬、22日㈬
御園・農屋・桔梗親和 ９日㈭、28日㈫
東静内・浦和 15日㈬、31日㈮

1 月 健診 ・ 相談 
相談 と　き ところ

こころの
健康相談 17日㈮ 13時30分

～15時30分
静内

保健所

女 性 の
健康相談 22日㈬ 13時00分

～16時00分
静内

保健所

毅こころの健康相談～ひきこもりや精神的
　 な不安・悩みのある方 ( 予約制 )
毅女性の健康相談～不妊、思春期、更年期
　 など心身の悩みがある女性 ( 予約制 )

【問合せ】静内保健所　☎42‐0251
※ 乳幼児健診およびフッ素塗布の対象の方は、個別にご案内します。

■温泉バス（静内地区）

健診 日程 ところ 受付時間

幼児健診 ９日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分
16日㈭ 総合町民センター 12時30分～13時00分

乳児健診 23日㈭ 保健福祉センター ８時45分～10時30分、12時30分～13時30分

歯科健診 15日㈬ 保健福祉センター 12時50分～13時50分

フ ッ 素
塗 布

22日㈬ 総合町民センター 13時30分～16時30分

28日㈫ 保健福祉センター 13時00分～16時30分

29日㈬ 保健福祉センター ９時00分～11時00分、13時00分～16時30分

毅静内方面行きは「静内温泉」
を、浦河方面行きは「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、年齢
などの条件はなくどなたで
も利用できます。

毅時刻表・運行経路について　
　は ､ 三石庁舎町民福祉課
 ☎  33‐2112
FAX 32‐3455
までお問合せください。

【問合せ】保健福祉センター　☎42‐1287

広告
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