健康･子育て
定期高齢者肺炎球菌
予防接種のお知らせ

子育て世帯の生活を支援

『子育て世帯への臨時特別給付金』と
『子育て支援給付金』を支給します
支給対象者
令和２年４月分
（又は３月分）
の児童手当の受給者
（令和２年３月３１
日時点で町内在住に限る）
※公務員以外の対象者には６月中に町からお知らせが届きます。
※所得制限限度額以上のため、特例給付の支給を受けている受
給者は支給対象外となります。

令和２年度の対象者

給付額
対象児童１人あたり２万円
（国からの給付１万円に町独自の給付金
１万円を上乗せします。）
給付金は７月以降に児童手当を支給している口座へ振り込みます。

高齢者の肺炎重症化予防のための定期高齢者肺炎球菌
予防接種を実施します。
４月上旬に対象者へ送付されたお知らせには、吉岡町・榛
東村・渋川市で接種できる医療機関一覧が同封されていま
すが、県内の多くの医療機関で接種することが可能です。詳
しくは接種を希望する医療機関や健康づくり室へお問い合
わせください。
▶対象者 下記の表に該当し、過去に一度も肺炎球菌予防
接種を受けたことがない人。

申請
公務員以外は必要ありません。ただし、給付を希望しない場合な
どは申請が必要になります。
公務員の方については、
「所属庁から配布される支給対象者である
ことの証明を受けた申請書」
及び
「町独自給付金の申請書」
を提出し
てください。提出の際は、なるべく郵送での申請にご協力ください。
詳しくは町ホームページをご覧ください。
▶︎問い合わせ先 健康子育て課 子育て支援室 ☎２６-２２４８(直通)

７月 保健センター健康ガイド
内

容

３歳 児 健 診
土日開催

健康相談

母子手帳交付

日

時

３日㊎受付13：00〜13：15

年

生年月日

昭和30年4月2日～昭和31年4月1日

75歳になる人

昭和20年4月2日～昭和21年4月1日

70歳になる人
80歳になる人
85歳になる人

90歳になる人
95歳になる人
100歳になる人

昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
昭和15年4月2日～昭和16年4月1日
昭和10年4月2日～昭和11年4月1日

昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日
大正14年4月2日～大正15年4月1日

大正 9年4月2日～大正10年4月1日

▶問い合わせ先 健康子育て課 健康づくり室 ☎54-7744
（直通）

※やむを得ず日程が変更になる場合は、町ホームページなどでお知らせします。
あわせてご覧ください。なお、６月の予定は広報５月号12ページをご覧ください。

対

象

者

平成29年４月生まれ

５日㊐・18日㊏
健康相談のある人
10：00〜11：30、13：00〜15：00
※18日㊏午前は
遊びに利用できません。

齢

65歳になる人

摘

要

詳細は通知をご覧ください。
相談内容：子育て・健康管理・その他健康に関すること
相談員：保健師

妊婦

妊娠届出書を持参してください。

１歳６カ月児健診

７日㊋受付13：00〜13：15

平成30年12月生まれ

詳細は通知をご覧ください。

子育 て 相 談 会

10日㊎ 10：00〜12：00
17日㊎ 14：00〜16：00

子育てに関して相談のある人

相談内容：子どもの発達や子育てに関すること
相談員：心理士（または保健師）
申 来所相談を希望する方は保健センターに電話で事
前予約をしてください。

助 産 師 相 談 会 14日㊋ 9：00〜12：00

妊婦・産婦

相談内容：妊娠に関すること、授乳などで悩んでいること
相談員：助産師
申 事前予約が必要です。また電話での相談も受け付
けています。

ことば の 相 談 15日㊌ 14：00〜16：00

子どものことばの面で
アドバイスが欲しい人

相談内容：子どものことばに関すること
（発音・ことばの数が少ないなど）
相談員：言語聴覚士
申 保健センターに電話で事前予約をしてください。

３～４カ月児健診 16日㊍受付13：00〜13：15

令和2年３月１日～
詳細は通知をご覧ください。
４月15日生まれ

10～11カ月児健診 21日㊋受付13：00〜13：15

令和元年８月１日～
詳細は通知をご覧ください。
９月15日生まれ

運動発達の相談
21日㊋ 13：30〜16：30
（作 業 療 法士）

母 乳 相 談

30日㊍
受付 9：30〜10：00

子どもの運動発達の面で
アドバイスが欲しい人

相談内容：子どもの運動発達に関すること（いざり・
ハイハイしない・お座りができないなど）
相談員：作業療法士
申 保健センターに電話で事前予約をしてください。

乳幼児と親または家族

持ち物：母子手帳
相談員：助産師・栄養士・保健師
相談内容：授乳（乳房トラブル）
、離乳食のことなど
申 新型コロナウイルス感染予防のため事前予約が必要です。
7/16 ㊍から電話で予約を受け付けます。

★育児・介護 • 医療でお困りの人は「よしおか健康 No.1 ダイヤル 24」

0120-026-103 へ！（年中無休・通話無料）
http://www.town.yoshioka.gunma.jp/
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骨そしょう症を予防しましょう！

骨を丈夫にする
運動教室

健康ポイント
対象事業

よし

ポ

骨そしょう症が気になる人を対象に、運動教室を
開催します。お気軽にご参加ください。
▶対象年齢 50～69歳で運動制限がない人
▶日時 7月10日～9月11日の毎週金曜日、
全8回（7月24日・7月31日を除く）
▶場所 保健センター
▶時間 13:30～15:00
▶定員 20名（初参加者優先）
▶申し込み期間 6月22日㊊～24日㊌
▶申し込み先
健康子育て課 健康づくり室
☎54-7744（直通）

休館日

受動喫煙対策が
強化されました！
令和２年４月１日より健康増進法の一部が改正され、望ま
ない受動喫煙を防止するための取り組みがマナーからルー
ルへと変わりました。
改正健康増進法の主な内容
・多くの施設において屋内が原則禁煙
・20歳未満の人は喫煙エリアへ立入禁止
・屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要
・喫煙室には標識掲示が義務づけられる
改正健康増進法の基本的な考え方
１．
「望まない受動喫煙」をなくす。
２．受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特
に配慮する。
３．施設の類型・場所ごとに対策を実施する。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000189195.html
▶︎問い合わせ先
健康子育て課 健康づくり室 ☎54-7744
（直通）

6月の
「わらべの会の読み聞かせ」
と
「パネルシアター」は
お休みします。

6／8㊊・15㊊・22㊊・
25㊍・29㊊・7／6㊊

図書館
（文化センター内）☎54-6767
ホームページをご利用ください。
吉岡町図書館

検

索

Click!

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、図書館の利用を制限する場合があります。
また、混雑を避けるためインターネットでの事前予約をおすすめしています。
詳しくはホームページまたは電話でお問い合わせください。

新 着 紹 介

一般向け
（図書）

迷宮の月

少量でおいしいジッパー袋でかんたん季節の保存食
（阿部龍太郎／新潮社）

日本の安定のためにはこの外交交渉が不可欠だ。遣唐使・粟田真人
は、使節団にすら打ち明けられぬ重要な機密を胸に、波濤を超え長安を
目指す…。唐を舞台とする歴史情報小説。
『小説新潮』連載を加筆し単行
本化。 TRCﾏｰｸより

（榎本美沙／家の光協会）
食べきれる分だけ、さくっと作ろう！ 梅干し、らっきょう漬け、み
そ、夏野菜のピクルス、白菜キムチなど、ジッパー袋を使った保存食づく
りを紹介する。ほか、ジッパー袋で作るからこそおいしくなる多彩なお
かずも掲載。 TRCﾏｰｸより

児童向け
（図書）

ぼくはおじいちゃんのおにいちゃん
（堀直子／ポプラ社）
カイトの家にやってきたおじいちゃんは、病気になって、いろいろな
ことがわからなくなっていた。カイトのことを、亡くなった自分の兄の
名で呼ぶおじいちゃん。そんなおじいちゃんの変化に戸惑うカイト
だったが…。 TRCﾏｰｸより

DVD

祈りの幕が下りる時

15 吉岡町役場 ☎54—3111（代表）

ＣＤ

あかちゃんとわらべうたであそびましょ！
（さいとうしのぶ／のら書店）
赤ちゃんと遊べる小さなわらべうたがいっぱい。赤ちゃんもお母さん
もお父さんも、みんなが笑顔になる歌の絵本です。
「ちっちゃいまめこー
ろころ」
「にゅうめんそうめん」などのわらべうたを、遊び方と楽譜つき
で紹介します。 TRCﾏｰｸより

BRIGHT NEW WORLD（Little Glee Monster）

