健康・福祉の情報

時日時

令和元年8月豪雨災害義援金
受付期限 令和2年2月28日（金）
受付場所 ①地区窓口：社会福祉課、
長沼・岩瀬各市民サービスセンター、
各公民館
（長沼・岩瀬を除く）

②郵便振替：00120―7―696975
加入者名
「日赤令和元年8月豪雨災

害義援金」 ③銀行振込：東邦銀行
南 福 島 支 店 普 通 預 金 612609
口座名義「日本赤十字社福島県支部
支部長 内堀雅雄」
問 日本赤十字社福島県支部
☎024
（545）
7998
社会福祉課☎
（88）
8111

はり、きゅう、マッサージ等
施療費助成券の交付
対 ①70歳以上の人

②65歳以上で
身体障害者手帳1級・2級所持者
※4月以降に本助成券の交付を受け
ている人は対象外です。
内 施療1回に付き1枚利用できる券
(1枚当たり1,000円分)を交付して
います
（令和2年3月までの残りの月
数に相当する枚数を交付）。
持ち物 ①の人：後期高齢者医療被
保険者証または健康保険被保険者証
②の人：身体障害者手帳
申 長寿福祉課または各市民サービス
センターにお申し込みください。
問 長寿福祉課☎
（88）8116

対 対象

定 定員
（表示のないものは定員になり次第締め切り） 内 内容

結婚新生活支援事業
対 平成31年1月1日から令和2年3月

31日までに婚姻届を受理され、次
の全ての要件を満たす夫婦
▶婚姻時の夫婦の年齢がいずれも
34歳以下であること

▶夫婦の合算した所得が340万円未
満であること
※婚姻を機に離職したときや貸与型
奨学金を返済しているときは、お問
い合わせください。
▶申請時に夫婦の2人または1人が
市内に住民登録していること
※ほかの公的制度に基づく家賃補助
などを受けてる人、過去にこの補助
金の交付を受けてる人、市税を滞納

している人を除く。
支給対象 平成31年1月1日から令
和2年3月31日までに支払った経費
で、次に該当するもの
▶平成30年10月1日から令和2年3
月31日までに、婚姻を機に新たに
住宅を取得または賃貸借した費用
（敷金、礼金、家賃など）
▶婚姻に伴う引っ越し費用（引っ越
し業者、運送業者への支払いに係る
経費）
申請期限 令和2年3月31日（火）
支給金額 上限30万円
問 こども課☎
（88）8114
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吉田 莉央音

立石 歩夢
仁井田中2年 樽川 遥人
らくらく！おりたたみハンガー 西袋中2年
荒川 璃菜
たくさんお掃除ぞうきん
第一小6年
鴫原 昊希
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☞商工労政課☎
（88）
9142
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令和元年10月1日

「子育てのカタチ」里親入門講座

日時 11月18日
（月） 午前10時〜11時30分

会場 郡山市中央

むそう庵※
石の花コミュニティーセンター※

8:30〜 9:15 清風荘※
10:30〜11:15 和楽館※

⃝※の会場では胃がん検診を同時実施
⃝各会場の対象地区は、6月に郵送し
た受診案内をご覧ください
（対象地区
以外の会場でも受診できます）。

公民館
（郡山市麓山1丁目8-4） 内容 里親による体験談など ☞県中児童相談所☎024(935)0611

市役所での献血
時 10月16日
（水） 午前9時30分～
午後4時
場 市役所防災広場
産業フェスティバルでの献血
時 10月27日
（日） 午前10時～午後
4時 場 須賀川アリーナ
注意事項 輸血を受けたことのある
人、妊娠・授乳中の人や、薬を服用
している人は、薬の種類によって献
血できないことがあります。
問 健康づくり課☎
（88）8122

すこやか通信

令和元年10月1日

運動で健康な体づくり

も

20

8:30〜 9:30

体を動かそう

第一小6年

えんどう

遠藤 萌栞
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10:30〜11:15 梅田プレスセンター※

22日（金） 8:30〜10:00 白山荘※

加したりしながら、楽し

西袋中2年

9月15日に大柿リツさんの百歳賀
寿贈呈式が行われました。
リツさんは農業を営み、米やたば
こを作っていました。体が丈夫で近
くの山まで歩いてキノコ採りをした
り、2年前までは家の近くを歩いた
りしていました。
規則正しい生活で、野菜中心の食
事をすることが長寿の秘けつです。

21日（木）

く取り組みましょう。
▼仲間を作る 家族や同
僚が一緒だったり、励ま

すぎやま

（狸森・大正8年9月15日生まれ）

20日（水）

8:30〜 9:15 美野里荘※

普段から適度な運動をしていますか？
暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になり
ました。適度な運動をして、心も体も生
き生きさせましょう。

み すず

測定期間 9月5日～11月5日（火）
返却期間 11月5日
（火）
～11日
（月）
返却方法 測定終了後、線量計送付
時に同封していた返信用封筒に線量
計を封入し、返却してください。返
信用封筒を紛失した人は、健康づく
り課へお持ちください。
※市内の小・中学校から配布された
人は、11月5日(火）に各学校で回収
します。
問 健康づくり課☎
（88）8122

問 公立岩瀬病院☎
（75）3111

19日（火）

運動の効果
適度な運動は、高血圧
や糖尿病など生活習慣病

こんどう

対 検査を希望した市民

検索

18日（月）

献血にご協力を

しがあったりすると、続
ける意欲が湧きます。
▼目標を持つ 「次の健

学校名・学年
氏 名
第一小6年
近藤 美紗
西袋中1年
杉山 くるみ

大柿 リツさん

出前講座

場

問 健康づくり課☎
（88）8122

個人線量計の回収

地域の皆さんが 集まる団体・グ
ループなどを対象に、病院職員が地
域の集会場などに訪問し、健康に関
する話題を分かりやすく解説します。
希望する日の1か月前までにお申
し込みください。
公立岩瀬病院

検索

問 健康づくり課☎
（88）8122

健康に関する出前講座

※一般社団法人福島県聴覚障害者協会
「ろう者との対話のために」より

がん検診

の予防・改善、心肺機能
や免疫機能の向上、体力
や筋力の維持・向上、ス
トレス解消など様々な効

阿武隈時報社賞

歩く

須賀川市

診までに体重を３キロ減
ら す 」な ど 具 体 的 な 目 標

マメタイムス社賞

57

い内容は、
「2019年度保健事業のお
知らせ」または市ホームページをご
覧になるか、健康づくり課へお問い
合わせください。

かかっている人、インフルエンザ予
防接種に含まれる成分で、アレル
ギー反応を起こしたことがある人な
どは予防接種ができませんので、接
種時にご確認ください。
問 健康づくり課☎
（88）8122

会

6日（水） 9:00〜10:30 狸森南上組集会所

増進に努めましょう。
市で実施しているがん検診の詳し

け医または、健康づくり課にご相談
ください。
¥ 1,000円
※生活保護世帯の人は無料
他 発熱している人や重い急性疾患に

受付時間

1日（金） 9:00〜11:00 市保健センター

には、がん検診
を定期的に受け
ることが大切で
す。がん検診を受けて、日々の健康

接種回数 1回のみ
申 市指定医療機関または県内の指定
医療機関で接種できます。かかりつ

集団健診日程（11月）
実施日

果をもたらします。
有酸素運動のすすめ

たわしぞうきん

◦つながるコミュニケーション

愛する家族への

があると、効果や達成感
を得られます。

水てきバイバイぼう

福島民友新聞社賞

初心者のための手話コーナー

者手帳内部疾患（心臓、じん臓、呼
吸器や免疫機能など）1級程度の人
※年齢は接種日当日

健康・福祉の情報

メール

息が切れるほどの激し
い運動ではなく、ウオー
キングなどの有酸素運動
が効果的です。初めは５
～ 分程度と無理をせ

ふとんハンガー

福島県発明協会会長賞 さっとふきとるおそうじどうぐ 西袋中1年
福島民報社賞

イントを達成した人に
「ふくしま健
民カード」
を交付します。
問 健康づくり課☎（88）8122

F ファックス

がんの早期発
見・治療のため

⃝60～64歳で身体障害

分以

須賀川商工会議所会頭賞 エプロンキャッチ

参加方法 健康づくり課で配布して
いるポイント記録台紙に日々の取り
組みを記録してください。基準のポ

がん検診
贈りもの

ず、慣れてきたら

机にかけやすいかさ

くりポイント事業」を実施していま
す。
対 18歳以上の市民
（高校生を除く）
実施期限 令和2年3月2日
（月）

以上の人

問 問い合わせ

10月は
「がん検診受診率50%に向
けた集中キャンペーン月間」

対 ⃝市内に住民登録している65歳

日々の積み重ねが将来の
健康に
運動を習慣化すること
が難しい人は、「買い物は
徒歩で行く」「階段を利用

小・中学生の入賞作品8点は、11月16日(土)・17日(日)に
開催される第65回福島県発明展に出品されます。

教育委員会教育長賞

時 10月15日
（火）～12月31日（火）

上行なうことが理想的で
す。
ほかに、サイクリング
や水泳なども有酸素運動
です。

した。その他の入賞作品は下の表のとおりです。

市長賞

「運動」や「食事管理」など日々の健
康づくりに取り組んだ人に、協力店
で特典が受けられる「ふくしま健民
カード」を交付する「すかがわ健康づ

す る 」な ど、 日 常 生 活 の

果、市長賞には近藤美紗さんの
「ふとんハンガー」が選ばれま

作品名
ふとんハンガー

高齢者のインフルエンザ予防接種

継続するための工夫

た。一般の部に2点、学生の部に87点が出品され、審査の結

¥ 料金
（表示のないものは無料） 他その他

中で意識して体を動かす
ことから始めましょう。
☞健康づくり課☎（ ）８
１２３

～第64回市発明展入賞作品～

締 締め切り

すかがわ健康づくりポイント事業

〜百歳賀寿〜

第64回市発明展の審査会が9月6日にtetteで行われまし

賞

申 申し込み

▼楽しく取り組む すか
がわ健康づくりポイント
事業（ ページ参照）を活
用したり、イベントに参

アイデア光る 便利グッズ

場 会場
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