時日時 場会場 対対象 定定員 内内容 申申し込み 締締め切り Ｆファックス
他その他 問問い合わせ ￥料金 料金表示のないものは無料です。

子宮がん検診（施設検診）が
始まります

健康・福祉

内子宮頸部（入口）の細胞診
時9月1日（金）〜平成30年2月28日
（水）
場市指定の医療機関（受診券に記載）

高齢者の肺炎球菌感染症を
予防しましょう
対▶今までに23価肺炎球菌ワクチン
を接種したことがない人で、平成30年
3月31日現在で65歳、70歳、75歳、
80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人
▶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）
期限 平成30年3月31日（土）

対▶前年度までに登録している20
歳以上の偶数年齢の女性

￥2,000円
（生活保護世帯の人は無料）
他対象者には、4月に接種券を郵送
しています。接種券を紛失したとき
は、健康づくり課に直接または電話
でご相談ください。

申登録済みの人には、8月下旬に受
診券を郵送しますので、医療機関に
お申し込みください。 未登録で受診
を希望する人は、 健康づくり課に直
接または電話でお申し込みください。

問健康づくり課☎
（88）
8122

問健康づくり課☎（88）
8122

健康診査と各種検診

内医師、臨床心理士、当事者からの
講話、家族交流会

内身体測定、 血圧、 尿検査、 血液
検査、医師の診察など ※結核・肺
がん、喀たん、大腸がん、前立腺が

時①9月7日（木） ②10月4日（水）
③11月7日
（火） 午後1時30分〜4時

ん、肝炎ウイルス検診は、市が行う
健康診査と併せて受けられます。
詳しくは、市ホームページなどを
ご覧になるか、健康づくり課にお問
い合わせください。

対うつ病の人の家族、親戚
※事前申し込みが必要です。①の午
後1時30分〜 3時は、誰でも参加で
きる公開講座です。

実施会場
中宿公会堂

中宿第一、中宿川東、愛宕町
岩渕

13日
（水）

松塚集会所

松塚

9:00〜9:45 泉田区民館

泉田

19日
（火）
20日
（水）
21日
（木）
22日
（金）

11:00〜11:45 稲集会所
9:00〜9:45 保土原集会所

26日
（火）

保土原
古戸

森宿区民館

森宿

西袋地域体育館

大桑原、袋田、越久、吉美根、新大桑原

9:00〜11:00

三丁目、大町、本町、馬町、古屋敷、旭町
市保健センター

23日
（土） 8:30〜10:00
25日
（月）

稲

10:45〜12:00 古戸集会所
9:00〜10:30

9:00〜10:30

対 平 成30年3月31日 現 在 で40歳、
45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、
70歳になる女性
※妊娠している人やその可能性のあ
る人は受診できません。
￥500円 ※70歳 の 人（ 年 度 内 ）、
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
申対象者には、8月下旬に案内はが
きを郵送しますので、医療機関にお
申し込みください。
問健康づくり課☎（88）8122

四丁目
全地区
（胃がん検診同時実施）

北団地集会所

北団地

滑川区民館

滑川、十貫内、宮の杜

日曜日、祝日を除く）。
問生活課☎（88）
9131

市では、核兵器の廃絶による世
界 の 恒 久 平 和 実 現 を 求 め る た め、
平成元年に
「核兵器廃絶平和都市宣
言」をしました。
この機会に、皆さんで平和につ
いて考えてみましょう。
問生活課☎（88）9128

県では、潜在保育士の復職支援を進める
ため、保育士として働いていない人の届出
システムを作りました。
対現在保育士として働いていない人 (保育士
として働いている人でも届け出できます) 。
サポート内容 保育士の仕事・復職に関す
る相談や、県内で行っている保育士の再就
職支援研修などの情報提供、保育士の求職
登録、最適な就業場所の紹介など
登録方法 パソコン・スマートフォンから登録
F

保育士

検索

※インターネット環境がない人は、下記セ
ンターまでご連絡ください。
問 県社会福祉協議会福島県保育士・保育所
支援センター☎024(521)5662

長寿を祝う敬老祝金を贈ります
市 では、9月15日 現 在、 市 内 に
住所を有する 81歳、85歳、88歳、
90歳、99歳の人に敬老祝金を贈り
ます。贈呈の方法は
「口座振込」
です。
対象となる人には、8月上旬に贈
呈についてのお知らせを郵送します。
必要事項を記入の上、同封の返信用
封筒で返送してください。
※9月14日以前に転出または死亡し
人は、対象になりません。
対象者の年齢と贈呈金額
年齢
81歳
（昭和10年9月17日〜11年9月16日）

特別児童扶養手当の所得状況届と
障害児福祉手当の現況届
特別児童扶養手当と障害児福祉手
当の受給者は、所得状況届や現況届
の提出が、年1回必要です。対象者
には通知しますので、忘れずに手続
きをしてください。
届出期間 8月14日
（月）
〜 16日
（水）
場社会福祉課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター

核 兵 器 を なくそ う

保育士の届出システムができました

社協

電話番号 0570
（003）110
※強化週間以外の日も相談できます
（午前8時30分〜午後5時15分 土・

問社会福祉課☎（88）8112

対象地区

12日
（火） 9:00〜10:30 稲田地域体育館

15日
（金）

場市指定の医療機関（案内はがきに
記載）

申・問県中保健福祉事務所障がい者
支援チーム☎（75）
7811

集 団 健 診 日 程 表（ ９ 月 分 ）

14日
（木）

内身体的・心理的虐待や差別など、
高齢者や障がい者が抱える人権問題
についての電話相談 ※秘密厳守
受付日時 9月4日（月）〜 10日（日）
午前8時30分〜午後7時
※土・日曜日は午前10時〜午後5時
相談員 人権擁護委員・法務局職員

場県中保健福祉事務所

問健康づくり課☎
（88）
8122

11日
（月）

内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）による検査
時9月1日（金）〜平成30年2月28日
（水）

「うつ病家族教室」を開催

9月の集団健診日程は下の表のと
おりです。

受付時間

全国一斉
「高齢者・障がい者の
人権あんしん相談」
強化週間

￥800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、被保険者証を提示すれば無料

お知らせ

本年度から骨粗しょう症検診が
始まります

▶本年度初めて登録する20歳以上
の女性

場市指定の医療機関

実施日

メール

特別障害者手当などの現況届
特別障害者手当などの受給者は、
現況届の提出が、年1回必要です。
対象者には通知しますので、忘れず
に手続きをしてください。
届出期間 8月28日
（月）
〜 30日
（水）
場社会福祉課、長沼・岩瀬各市民サー
ビスセンター
問社会福祉課☎（88）8112

戦没者の追悼と
平和を祈念する黙とうを
戦後72周年を迎え、原爆死没者や先
の大戦で亡くなられた人々のご冥福と
世界恒久平和を祈念し、市民の皆さん
も家庭や職場などで「黙とう」を捧げら
れますようお願いします。
「黙とう
（1分間）
」開始時間
▶広島市平和記念式典 8月6日
（日）
午前8時15分
▶長崎市平和祈念式典 8月9日
（水）
午前11時2分
▶全国戦没者追悼式 8月15日
（火）
正午
問社会福祉課☎
（88）
8111

85歳
（昭和6年9月17日〜7年9月16日）

スポーツ
須賀川アリーナ
スポーツ教室の参加者募集
地区スポーツレクリエーション教室
内ニュースポーツなど
￥ 保 険 加 入 希 望 者 は、1回 に つ き
100円が掛かります。
他市内各地区で行われ、教室ごとに
日時や場所が異なります。
第2回 キッズスポーツクラス
内前半は親子体操、後半はマット運動

贈呈金額

時9月17日（日） 午前10時〜 11時
30分 場中央体育館

5,000円

対未就学児（3 〜 6歳）とその保護者

88歳
（昭和3年9月17日〜4年9月16日）
10,000円
90歳
（大正15年9月17日〜昭和2年9月16日）
99歳
30,000円
（大正6年9月17日〜7年9月16日）

他敬老祝金のことで、市から対象者に
電話をすることは決してありません。
問長寿福祉課☎（88）8116
御存じですか？
地域医療を守る市民基金

定50組100人
（定員になり次第締め
切り） ￥300円
申込期間 8月10日（ 木 ）〜 9月14
日（ 木 ）
アリーナ60分プログラム（9月）
内ヨガ

講師 西間木恵理さん

時▶午後の部 9月9日（土） 午後
7時〜 8時
▶ 午 前 の 部 9月30日
（土） 午前
10時〜 11時
場武道館

市では、皆さんとともに地域医療
を守り支え合うために「須賀川市地
域医療を守る市民基金」を設け、寄
附を受け付けています。寄附金は、
基金に積み立て、次の事業の財源の

対市内在住または在勤の15歳以上
の人（中学生は除く）
定各回50人 ￥1回200円
申込期間 8月10日（木）から各開催
日1週間前まで

一部として活用します。
▶公立岩瀬病院における産科婦人科
と小児地域医療の施設整備などを支

申開催ちらしや申込用紙に必要事項
を記入の上、須賀川アリーナにお申

援する事業
▶安心して子どもを産み育てるため
の医療環境の確保と地域医療体制の
充実を図るための事業
明日を担う子どもたちや地域の医
療体制を守るためにも、皆さんのご
理解とご協力をお願いします。

し込みください。
※教室によっては、アリーナ以外で
の受け付けや電話での仮予約もでき
ます。詳しくは、開催ちらしまたは
市スポーツ振興協会ホームページを
ご覧ください。

問地域医療対策室☎（88）
8125

問須賀川アリーナ☎（76）8111

須賀川市スポーツ振興協会

検索

初心者のための手話コーナー
昼

つながるコミュニケーション㊹

顔を時計にみたてて、人差し指と中指を重ねて
12時の位置に当てる
※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

※ 対象地区外の会場でも受診できます。
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放送大学10月生募集

放送大学は、テレビ、ラジオ、インターネットを利用して授業を行う通信制の大学です。 出願期限 ▶第1回 8月31日（木）

▶第2回 9月20日（水） ※資料請求は、電話・インターネットで受け付けます。 ☞放送大学福島学習センター☎024（921）7471

放送大学

福島

検索

29.8.1
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