
楽しくウオーキングしましょう

健康診査と各種検診 胃がん検診（施設検診）が
始まります

ねたきり等高齢者介護者激励金
を支給

ひとり親家庭医療費受給資格の
更新

児童手当の手続きを忘れていま
せんか？

児童扶養手当の現況届

障がい福祉サービス事業所
ガイダンスを開催します

重度心身障がい者医療費受給者
証の更新

高齢者の肺炎球菌感染症を
予防しましょう

看護学院学校説明会を行います

寝具クリーニングサービス

 
 

人口・世帯数
現住人口 30. 6. １現在（前月比）

人　口 76,187人（△ 8人）
　　　男 37,374人（＋10人）
　　　女 38,813人（△18人）

世帯数 26,970世帯（＋6世帯）

今月の納期　納期限7月31日（火）
●固定資産税 2期分
●国民健康保険税（普通徴収） 全期・1期分
●介護保険料（普通徴収） 1期分
今月の休日納税相談窓口開設
●日時　7月29日（日）
　　　　午前9時～午後4時
●場所　収納課

生活ダイヤル
防災行政無線音声ガイドサービス ☎（63）8330
休日夜間急病診療所 ☎（76）2980
福島県子ども救急電話相談 

　短縮ダイヤル ♯8000
 アナログ回線など ☎024（521）3790

救急病院 
　公立岩瀬病院 ☎（75）3111
　須賀川病院 ☎（75）2211
　池田記念病院 ☎（75）2165

須賀川消防署 ☎（76）3111
消防情報センター ☎（76）8181
児童虐待防止相談室 ☎（88）8115

市民提案メール
市ホームページ「市長の部屋へよう
こそ」に掲載の「市民提案メール」か
ら送信

「マチイロ」で
広報紙をもっと身近に！
「マチイロ」は、アプリ（無料）のダ
ウンロードと簡単な設定で、いつ
でもどこでも「広報すかがわ」を
読むことができます。

市ホームページ内
マチイロ紹介ページ

内身体測定、血圧、尿検査、血液検
査、医師の診察など
他結核・肺がん、喀

かく

たん、大腸がん、
前立腺がん、肝炎ウイルス検診は、
市が実施する健康診査と併せて受診
できます。
※詳しくは、健康づくり課にお問い
合わせいただくか、市ホームページ
などをご覧ください。

時8月1日（水）～平成31年2月28日
（木）
場指定医療機関（受診券に記載）
対40歳以上の人
内バリウムまたは胃カメラの検査
￥2,000円　※70歳以上の人、生
活保護世帯の人は無料。65～69歳
で後期高齢者医療制度の被保険者
は、保険証を提示すれば無料
申▶登録している人　指定医療機関
※7月中旬に受診券を郵送します。
▶未登録で受診を希望する人　健康
づくり課にお問い合わせください。
問健康づくり課☎（88）8122

対次のいずれかに該当する65歳以
上の人を、自宅で6か月以上継続し
て介護している人（本年度、家族介
護慰労金を受給した人を除く）
▶介護保険の要介護区分が3 ～ 5の
認定を受けているか、それに相当す
ると判断された人
▶認知症で徘

は い か い

徊などの問題行動があ
る人
※要介護者と介護者が、ともに6か
月以上本市に住所があり、生計が同
一であること。
支給額　年額3万円（要介護者1人当
たり）
締7月31日（火）
申申請書（長寿福祉課に設置または
市ホームページからダウンロード）
に必要事項を記入・押印の上、各地
区の担当民生委員の証明と通帳の写
しを添えて、長寿福祉課または長
沼・岩瀬各市民サービスセンターに
申請してください。
問長寿福祉課☎（88）8116

　受給資格の有効期限は7月31日で
す。対象者には案内を郵送しますの
で、更新の手続きをしてください。
申請期間　8月1日（水）～ 31日（金）
問こども課☎（88）8114

　6月以降も引き続き受給するため
には、現況届の提出が必要です。提
出期限は6月末までですが、まだ提
出していない人は、至急手続きをし
てください。
問こども課☎（88）8114

　受給資格者は、現況届を毎年提出
する必要があります。対象者には案
内を郵送しますので、必要書類と併
せてこども課に提出してください。
受付期間　8月1日（水）～ 31日（金）
※8月13日（月）～ 17日（金）に臨時窓
口を設置します（ひとり親家庭医療
費受給資格の更新も受け付けます）。
問こども課☎（88）8114

時7月24日（火）　午後1時～3時
場中央公民館
内須賀川・岩瀬地区の事業所による
障がい者（児）への福祉サービスの紹
介・説明
主催　須賀川地方地域自立支援協議
会事業所部会
問社会福祉課☎（88）8112

　受給者証の有効期限は7月31日で
す。新しい受給者証は、資格審査で
受給資格が認められる人に、7月下
旬に郵送します。
他医療保険や医療費の振込金融機関
に変更がある人は、社会福祉課、長
沼・岩瀬各市民サービスセンターに
届け出をしてください。
問社会福祉課☎（88）8112

対▶今まで23価肺炎球菌ワクチン
を接種したことがない人で、65歳、
70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、
95歳、100歳の人（4月に接種券を
郵送しています）
▶60～64歳で心臓、じん臓、呼吸
器や免疫機能などに障がいがある人

（窓口での申請が必要）
※年齢は平成31年3月31日現在
実施期限　平成31年3月31日（日）
場市指定医療機関
￥2,000円（生活保護世帯の人は無料）
他接種券を紛失したときは、健康づ
くり課にお電話いただくか、窓口に
お越しください。
問健康づくり課☎（88）8122

対市内在住の65歳以上の在宅高齢
者で、寝たきりの人や寝具の衛生管
理が困難な一人暮らしの人など
実施方法　委託業者が希望者宅から
寝具（掛布団・敷布団から2枚以内、
毛布2枚以内の合計4枚まで）を預か
り、丸洗い・乾燥後にお届けします。
※日常使用している寝具に限る。
実施期間　8～11月予定
申各地区の民生委員
※地区により締切日が異なります。
問長寿福祉課☎（88）8116

①高校2・3年生の入学希望者と保
護者（社会人も参加可）
時7月28日（土）　午後1時30分
締7月27日（金）　午後5時
②社会人の入学希望者
時8月5日（日）　午後1時30分
締8月3日（金）　午後5時

場公立岩瀬病院附属高等看護学院
内学校概要説明、授業体験、先輩と
話そう会（約2時間）
持ち物　筆記用具、上履き
他なるべく公共交通機関をご利用く
ださい。
申電話、FAX、メール、ホームペー
ジでお申し込みください。
問公立岩瀬病院附属高等看護学院
☎（75）3237（FAX兼用）

iwase-kango@educet01.plala.or.jp

問健康づくり課☎（88）8122

時8月11日（土）　午後6時30分～ 8時
（開場：午後6時）
場三世代交流館（藤沼湖自然公園）
演題　昔話にこめられたメッセージⅡ
～夏の夜話会 囲

い ろ り

炉裏端
ばた

で聞く語りの原
風景～　講師　語り部ふくしま四人会
定50人（高校生以下は保護者同伴）
申7月23日（月）から、文化振興課に直
接または電話でお申し込みください。
問文化振興課☎（88）9172

丸テーブル席（指定席） 残りわずか
▶丸テーブル席
中宿公園（ケーズデ
ンキ南側）
▶丸テーブル席A
イオンタウン須賀
川（北側駐車場）
￥1テーブル（4人まで）当たり　前売
り11,000円（当日12,000円）
イス席（自由席）
▶イス席B　東部環状線未来大橋東側
▶イス席C　東部環状線未来大橋西側
￥1席当たり　前売り2,000円（当日
2,200円）
販売窓口　市釈迦堂川花火大会実行
委員会事務局（観光交流課内）
※コンビニエンスストアのマルチコ
ピー機（セブンイレブン・ローソン・
ミニストップ・ファミリーマート）や
花火大会公式ホームページでも購入
できます。
問市釈迦堂川花火大会実行委員会事
務局☎（88）9144

時9月15日（土）　◦午前10時30分（開
場：午前10時）　◦午後2時（開場：午
後1時30分）　場文化センター小ホール
出演者　劇団影法師
演目　音楽物語「スイミー」「モチモチの
木」、人間影絵「このゆびとまれ」
定350人　￥1席500円（全席自由）
※3歳以下膝上鑑賞無料（保護者1人に
付き子ども1人）
入場券発売日　7月20日（金）
販売場所　文化センター

　来年7月から平成33年3月末まで、
耐震補強と一部リニューアルを含めた
改修工事のため、全館休館となる予定
です。ご不便をお掛けしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
問文化センター☎（76）7777

歴史文化基本構想
～第4回講演会を開催～

第40回記念大会
須賀川市釈迦堂川花火大会
～有料観覧席を発売中～

「影絵劇」音楽と影絵の世界
－親子で楽しもう！－

文化センターは来年から休館します

愛の献血たすけあい運動 ▶日時　7月29日（日）　午前10時～午後4時　場所　イオンタウン須賀川、メガステージ須賀川　 ▶日時　8月12日（日）　午前10時～午後4時30分　場所　イオンタウン須賀川　種別　400ml献血　☞健康づくり課☎（88）8122

公立岩瀬　学校説明会 検索

⃝８月の集団健診日程
実施日 受付時間 実施会場 対象地区

 1日（水）
 9:00～

10:30

浜田地域体育
館

浜尾
和田

 2日（木） 前田川集会所 前田川
牡丹台

 3日（金） 9:00～
10:00

東山ふれあい
ホーム

東山
東山第二

 6日（月） 9:00～
10:30

小倉区民館 小倉
 7日（火） 塩田区民館 塩田

 8日（水）
 9:00～

10:00 上江持区民館 上江持

11:00～
12:00 堤区民館 堤

17日（金） 9:00～
10:30 第二中学校 池ノ下

下宿

18日（土） 8:30～
10:00

市民スポーツ
会館

（胃がん検診
同時実施）

全地区

※対象地区外の会場でも受診できます。

※6月8日現在の市内各店舗の販売価格を取りまとめたものです。

生活関連物資の価格動向（消費税込）

品　　　　目 平均価格
（円）

前月比
（％）

前年同月比
（％）

塩ざけ（外国産甘塩切り身 100g） 199 △ 0.5 1.1
豚肉（国産ばら肉 100g） 239 5.3 5.3
鶏肉（国産もも肉 100g） 120 △ 9.8 △ 7.0
じゃがいも（国内産 1㎏） 300 8.4 △ 10.8
玉ねぎ（国内産 1㎏） 228 △ 4.7 △ 11.7
キャベツ（国内産 1㎏） 151 4.9 △ 13.3
大根（国内産 1㎏） 153 △ 12.6 △ 10.0
鶏卵（Mパック 10個入り） 198 △ 2.0 △ 9.6
白米（ひとめぼれ 5㎏） 1,962 △ 4.8 △ 0.8
合成洗剤（液体 詰め替え用 810ml） 219 △ 6.1 3.8
灯油（白灯油 18ℓ〈店頭〉） 1,526 7.4 25.2
LPガス（家庭用 10m³使用） 7,999 △ 0.9 8.5
レギュラーガソリン（１ℓ現金価格） 146 2.1 21.7

値上がり5品目、値下がり8品目（前月比）

時日時　場会場　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
￥料金（表示のないものは無料）　申申し込み　締締め切り　他その他　Ｆファックス　 メール　問問い合わせ　

健康・福祉

21 2030.7.1	30.7.1

翠ヶ丘公園コース　中央公民館をス
タート・ゴール地点とした往復約 5
㌔メートルのコース
時7月22日（日）　午前6時～ 8時
集合時間　午前5時50分
集合場所　中央公民館
問須賀川市民歩こう会会長
木村　宏☎（76）2889
健康づくり課☎（88）8122

すかがわ健康づくりポイント事業
　　　　　　　　×
　　　　須賀川市民歩こう会


