
須賀川牡丹園が
　開園中だボー♪

みんなで遊びに
　　行こうボー！

翠ヶ丘公園区域内での社会実験
の参加事業者

子ども読書活動推進講座
「ブックトークしてみませんか？」

早期発見・早期治療のため
乳がん検診を受けましょう

骨粗しょう症検診を受けましょう

ロタワクチン・おたふくかぜワク
チンの接種費用を一部助成します

ワークショップ
「襖

ふすま

絵
え

タイムカプセル」
珙中先生の襖絵でつながる過去と未来

第29回笠ヶ森山開き 食生活ジャンプアップ講習会（食生
活改善推進員養成講座）の参加者

第13回楽・楽けんこうウォ－キ
ングの参加者

市では、翠ヶ丘公園の利用者への
サービス向上やにぎわいの創出、維
持管理費の削減など、公園の活用方
法を検討しています。これを検証す
るため、社会実験（カフェ・イベン
ト ･ マーケットなど）を行う事業者
を募集します。
実験期間　平成31年3月31日まで
申都市整備課にお問い合わせください。
締11月30日（金）
問都市整備課☎（88）9156

時6月6日（水）　午後1時30分～ 3時
場中央公民館
対読み聞かせなどの子どもの読書推
進活動に関わっている人
または関心のある人
定50人
内ブックトーク
講師　市図書館職員
申市図書館に直接または
電話でお申し込みください。
締6月3日（日）
問市図書館☎（75）3309

時6月1日（金）～ 12月8日（土）
場市指定医療機関（受診案内に記載）
対▶前年度までに登録している40歳
以上の偶数年齢の女性（5月中旬に受
診録を郵送します）
※前年度に受診できなかった人は、
奇数年齢でも受診できます。希望す
る人は、健康づくり課にお申し込み
ください。
▶本年度初めて登録する40歳以上
の女性（健康づくり課に直接または電
話でお申し込みください）
内マンモグラフィ（乳房エックス線）に
よる検査
￥300円　※70歳以上の人、生活
保護世帯の人は無料。65歳～ 69歳
の後期高齢者医療制度の被保険者
は、被保険者証を提示すれば無料
申受診案内に記載の医療機関
問健康づくり課☎（88）8122

時6月1日（金）～ 11月30日（金）
場市指定医療機関（案内はがきに記載）
対平成31年3月31日までに40歳、45
歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70
歳になる女性（対象者には、5月中旬
に案内はがきを郵送します）
※妊娠中やその可能性がある人、既
に骨粗しょう症の診断を受けている
または治療を受けている人は対象外
検査方法　DXA法（手首の骨にエッ
クス線を照射）またはDIP法（左手の
エックス線撮影）
￥500円　※70歳の人、生活保護
世帯の人は無料。65歳で後期高齢
者医療制度の被保険者は、被保険者
証を提示すれば無料
申案内はがきに記載の医療機関
問健康づくり課☎（88）8122

市では、4 月 1 日から任意予防接
種の接種費用を一部助成していま
す。各医療機関の接種料金から助成
金額を差し引いた額を、医療機関窓
口でお支払いください。接種を希望
する人は、各医療機関にお問い合わ
せください。

ワクチン名 対象年齢 助成
回数

助成金額
（接種1回当たり）

ロタ（１価） 生後6週0日
～24週0日 ２回 12,000円

ロタ（５価） 生後6週0日
～32週0日 ３回 8,000円

おたふくかぜ 1歳～小学校
就学前 １回 5,000円
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襖絵の修理に当
たり、襖の下地に使う和紙に墨で絵
や文字を描き、タイムカプセルとし
て次世代へとつなぐワークショップ
を行います。
時6月23日（土）　午後1時～ 2時20
分　場博物館
対小学生以上（小学3年生以下は保
護者同伴）　定24人
申5月15日（火）午前9時から申し込
みを受け付けます。博物館に直接ま
たは電話でお申し込みください。
問博物館☎（75）3239

時5月20日（日）　午前8時50分（受
付開始は午前8時）
集合場所　滑川砂防ダム（市内梅田
字八幡岳）
※駐車場は30台程度です。できる
だけ相乗りでお越しください。
他▶登山と下山は別なルートを通る
予定です。
▶先着150人に記念品を差し上げま
す。
問岩瀬公民館☎（65）2100

時6月26日（ 火 ）～ 平 成31年1月15
日（火）　全11回（月1 ～ 2回）　午前
9時30分～正午
※調理実習（4回）は午後1時まで
場市保健センター
対▶市内在住の69歳以下の人
▶健康や食生活に関心のある人
▶食生活改善推進員活動に関心のあ
る人　など
内▶健康づくりと栄養の基礎知識
▶医師や歯科衛生士の講話
▶バランスの良い献立の作り方と食品
成分表でのカロリー計算や調理実習
▶家庭でできる簡単な体操　など
締5月29日（火）
申・問健康づくり課（88）8123

医師や看護師などの病院スタッフ
と一緒に新緑の翠ヶ丘公園をゆっく
り歩きませんか。
時6月2日（土）　午前9時～正午（小
雨決行）
集合場所　公立岩瀬病院
コ－ス　約3㌔メートル
対どなたでも参加できます（小学生
以下は保護者同伴）
定100人
内ウォーキングや医療相談、クイズ
など
￥500円（未就学児無料）
※当日受付でお支払いください。
締5月18日（金）
申・問公立岩瀬病院☎（75）3111

須賀川スポーツカレッジ
時6月7日～ 10月25日（木曜日・全
17回）　午前9時～ 11時30分
場須賀川アリーナほか
対市内在住または在勤の60歳以上
80歳以下で、初めて参加する人
定30人
内健康増進のためのニュースポー
ツを中心とした講座　￥2,000円
申込期間　5月8日（火）～ 6月1日（金）
アリーナ60分プログラム（6月）
時6月9日（土）　午前10時～ 11時　
場中宿公園
対市内在住または在勤の15歳以上
の人（中学生を除く）　定50人
内お外でヨガ（雨天時はスポーツ会館）
講師　西
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￥200円
申込期間　5月10日（木）～ 6月2
日（土）　※電話予約も可
申開催ちらしや申込用紙に必要事
項を記入の上、参加料を添えて須
賀川アリーナにお申し込みください。
※詳しくは開催ちらしやホーム
ページをご覧ください。
問須賀川アリーナ☎（76）8111

市図書館　☎（75）3309
子どもよみきかせ会
時5月12日（土）・26日（土）・
6月9日（土）　午後2時
場市図書館
内「読み聞かせの会ポケット」によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など
おひざにだっこのおはなし広場
時5月15日（火）　午前11時
場市図書館
内お話の会「ラ・ポム」による絵本の
読み聞かせや紙芝居、手遊びなど

岩瀬図書館　☎（65）3549
お話のつどい
～テーマは「やさい」～
時5月26日（土）　午前10時30分
場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせや手遊び、簡
単な工作など
お母さんと赤ちゃんのためのお話のへや
時5月9日（水）・6月13日（水）
午前10時30分　場岩瀬図書館
内絵本の読み聞かせやわらべう
た、手遊びなど

※出演予定ですので、天候などにより出演時間の変更や出演中止になることがあります。
イベント開催時間内のどこかで出演するボー！

イベント名 月　日 時　間 場　所 担当課・関係団体

平成30年度第47回交
通安全鼓笛パレード 5月23日（水）14：00～

15：00 第二小学校、松明通り 学校教育課
☎（88）9168

2018スマイルキッズ in 
ムシテック 5月27日（日） 9:50～

15:00 ムシテックワールド 須賀川青年会議所
☎（76）7083

水道週間街頭啓発活動 6月1日（金）15：30～
16：30 イオンタウン須賀川 経営課

☎（63）7118

長沼図書館　☎（67）2138
おはなし会
時5月26日（土）　午前10時30分
場長沼図書館
内お話の会「あすなろ」と職員によ
る絵本の読み聞かせや紙芝居など
すくすくタイム
時5月9日（水）・6月13日（水）
午前10時30分
場長沼図書館
内絵本の読み聞かせやわらべう
た、手遊びなど

場岩瀬管内の指定医療機関
必要な物　⃝母子健康手帳　⃝予防
接種予診票（医療機関で配布）
他やむを得ない理由で岩瀬管外の医
療機関で接種を希望するときは、事
前に健康づくり課で手続きが必要で
す。
問健康づくり課☎（88）8122

⃝助成内容

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

図書館だより
読み聞かせ会

各種募集

■『 』イベント出演予定情報（5月・6月上旬）

須賀川アリーナの
スポーツ講座・教室の
参加者を募集！
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