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ロタウイルス
ロタリックス®

ロタテック®

ヒブワクチン

小児用肺炎球菌
ワクチン

B 型肝炎

DPT-IPV
　（四種混合）※1

BCG

MR
（麻しん・風しん）

水痘
（水ぼうそう）

日本脳炎※ 2

DT2 期
（二種混合）

HPV ワクチン※３

（子宮頸
けい

がん予防）

［　］内は標準的な接種時期 ■ 定期接種の推奨期間　■ 定期接種の可能期間

●1 ●2

●1  ●2  ●3 ●4  

 ●1  ●2  ●3

●1  ●2

●1  ●2  ●3  ●4

　赤ちゃんが生まれながらに持っている免疫は、徐々に失われていくため、赤ちゃん自身で免疫
を作り、病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。予防接種に対して正
しい理解をし、子どもの健康に役立てましょう。

①市内の指定医療機関に予約してください。
※ 医療機関によって、実施日や時間が異なりますので、事前にご確認ください。

② 子どもの健康保険証と母子健康手帳を持参して、保護者（父・母）同伴で医療機関で接種してください。
※ 保護者が同伴できない場合は、委任状を持参した親族等（祖父母等）が同伴すれば接種できます。

おたふくかぜワクチン予防接種費用の一部を助成します。
■対象：1歳～2歳未満　■実施場所：指定医療機関　■助成額：3,000円（1人1回）
■自己負担額：接種費用総額から3,000円を差し引いた額　※おおいた子育てほっとクーポンの利用可

骨髄移植等により定期予防接種で得た免疫を失った子どもの再接種費用を助成します。
■ 対象者：骨髄移植等の前に接種した定期の予防接種ワクチンの免疫消失をしたため、再接種が必要と医師

が認める20歳未満の市民　※予防接種の種類により年齢制限があります。
■助成額：再接種費用として医療機関に支払った額（文書料は除く）　※事前に申請が必要です。

※１：百日せきにかかったことのある人は、DTトキソイドによる接種も可能です。ポリオ単独ワクチンもあります。
※２：積極的勧奨の差し控えにより接種が完了していない人は、特例措置により、接種を受けることが可能です。
※３：現在、積極的勧奨の差し控えが全国的に行われています。

予防接種を
受けるには？

任意による
予防接種

再接種費用の
助成

予防接種の種類と
標準的な

接種時期・回数

追加（●4 ）：初回終了後６カ月以上の間隔で１回 ［初回終了後 １年〜１年６カ月］

生後３カ月〜７歳６カ月未満の間に計４回接種

２期：１回［５歳〜７歳未満で、
小学校就学前の１年間（平成27年
４月２日〜28年４月１日生まれ）］

１期初回（●1 ●2 ）：６日以
上の間隔で２回［３歳］  

生後６カ月〜７歳６カ月
未満の期間に計３回接種

１期追加（●3 ）：１期初回終了後
 ６カ月以上の間隔で１回［４歳］

２期：９歳〜13歳未満の
期間に１回［９歳］

小学6年生〜高校1年生相当の年齢の女子（平成17年4月2日〜22年4月1日生まれ）が3回　
※ワクチンには2価と4価の2種類があり、接種間隔が異なります。

１歳〜３歳未満の間に３カ月以上の間隔で２回
［１回目：１歳〜１歳３カ月未満
 ２回目：１回目終了後６カ月〜12カ月未満の間隔をあける］

初回（●1 〜●3 ）：20日以上の間隔で３回［生後３カ月〜１歳未満］

１期：１回［生後１歳〜１歳３カ月］

●1  ●2

●1  ●2  ●3

● ● ● ●

● ● ● ●
■ 接種開始年齢が生後２カ月〜７カ月未満：４回（条件によっては２回または３回）
■ 接種開始年齢が生後７カ月〜１歳未満：３回（条件によっては２回）　■ 接種開始年齢が１歳〜５歳未満：１回

■ 接種開始年齢が生後２カ月〜７カ月未満：４回（条件によっては２回または３回）　■ 接種開始年齢が１歳〜２歳未満：２回
■ 接種開始年齢が生後７カ月〜１歳未満：３回（条件によっては２回）　■ 接種開始年齢が２歳〜５歳未満：１回

●1  ●2  ●3 １歳未満までに27日以上の間隔で２回
２回目接種後、１回目から139日以上の間隔で１回［生後２カ月〜９カ月］

●1
１歳未満までに１回［生後５カ月〜８カ月］

●111歳〜13歳未満の期間に１回［11歳］

予防接種を受けましょう

ロタリックス®は生後６週〜24週未満の間に２回

ロタテック®は生後６週〜32週未満の間に３回

特別編 ― 子育て中の家庭を応援！―

問　保健所保健予防課　☎535-7710

［生後２カ月〜14週６日の間に
 初回接種を受ける］

▪ 市報に掲載している情報は変更・中止になる場合があります。 
詳しくは、市ホームページをご覧になるか、各問合せ先にご確認ください。

第1回
ふれあい歴史体験講座

「勾玉作り」
▪日時：5月1日㈯
　午前9時30分～、午後2時～
▪定員：各30人（先着順）
▪参加料：270円（材料費）
▪持参品：ビニール袋3枚、雑巾、マスク
▪申込み・場所・問　電話で、4月17日

㈯午前9時から歴史資料館（☎549-
0880）へ。

認知症の人を介護する
家族のつどい
～茶話会～
▪日時：4月22日㈭　午後2時～4時
　（以降、毎月1回開催）
▪場所：県総合社会福祉会館3階　研

修室（大津町二丁目）
▪対象：認知症の人を介護している人
▪申込み・問　電話で、城東地域包括支

援センター（☎558-6285）へ。

中高年
のんびりカヌー教室
▪日時：5月2日㈰、6月13日㈰、7月18

日㈰、8月29日㈰、9月19日㈰　午前
10時～正午
▪場所：舞鶴橋左岸下流「ハウス大分

川」前
▪対象：高校生～70歳代
▪定員：20人程度
▪受講料：1万4,000円（保険料含む）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

市カヌー協会ホームページ（oitakanu.
jp）をご覧になるか、同事務局 藤原（☎
545-7662）へ。

ふれあい出前講座
　市社会福祉協議会では、校区の行う
研修会などの支援を目的として、社協
職員が直接地域の集会に出向き、社協
が行う各種事業やサービスについて説
明や意見交換を行う出前講座を行って
います。申込方法や実施日時など詳し
く は、 市 社 会 福 祉 協 議 会（ ☎5 4 7 -
8695）へ。

講座＆教室05

街のホット情報06

無料

里親募集説明会
（要予約）

日時 場所

5月9日㈰
午後2時～4時 県こども・女性相談支援

センター5月28日㈮
午後7時～9時

5月21日㈮
午前10時～正午 鶴崎市民行政センター

6月11日㈮
午前10時～正午 稙田市民行政センター

問　県中央児童相談所（☎544-2016）

第32回
豊の国ねんりんピック
◎美術展・シルバーふれあい短歌・俳

句・川柳展
▪期間：5月18日㈫～23日㈰　午前10

時～午後5時〈23日㈰は午後2時まで〉
▪場所：県立美術館3階　展示室B
▪内容：県内居住の60歳以上の人が創

作した絵画、彫刻、工芸、書、写真の作
品および短歌、俳句、川柳の入選作品
を展示
問　県社会福祉協議会（☎553-1150）
◎テニス交流大会出場者募集
▪日時：6月5日㈯　午前10時～
▪場所：豊後企画大分駄原テニスコート
▪対象：◦60歳以上男子・女子ダブル

ス…昭和37年4月1日以前に生まれ
た人

　◦65歳以上男子ダブルス…昭和32
年4月1日以前に生まれた人
▪参加料：1組3,000円
▪申込み・問　メールで、住所、氏名、生

年月日、電話番号、希望種目、所属ク
ラブを、5月10日㈪までに市テニス連
盟 高 瀬（ ☎0 8 0 -8 110 -115 7 
tournament.octf@gmail.com）へ。

第5回
おおいた自主映画祭
上映作品募集
▪内容：30分以内の短編自主映画
▪応募資格：作品がノミネートされた

場合に制作者など関係者が自主映画
祭に出席できる人
▪募集期限：8月31日㈫〈必着〉
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

おおいた自主映画祭のホームページ
をご覧になるか、おおいた自主映画
祭実行委員会（☎090-9483-6580）
へ。

無料

無料

無料

市民テニス講習会
▪日時：5月 12日から毎週水曜日（全

18回）　午前9時15分～10時45分
▪場所：豊後企画大分駄原テニスコー

ト
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪申込期限：4月28日㈬〈消印有効〉
▪受講料：1万2,000円（保険料含む）
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

市テニス連盟のホームページをご覧
になるか、同連盟 羽田尚史（☎597-
7691）へ。

ハッピーファミリー応援教室
プレママ・プレパパスクール
▪日時：5月13日㈭　午後1時～3時30

分（2部制）
▪場所：大分南部公民館
▪内容：沐

もくよく

浴実習、助産師に相談など
▪対象：初妊婦（33週未満）とその夫
▪定員：6組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳
▪申込み・問　電話で、4月19日㈪から

県助産師会（☎534-0753）へ。

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪東亞合成株式会社 大分工場

◎社会福祉協議会へ　
香典返し寄付
▪�大分地区　園田ヒデ子(萩原)/猪股美幸(高

城台)/佐藤富子(牧)/皆見文雄(岡)/日名子
和樹(古国府)
▪�鶴崎地区　安部みち子(宮河内ハイラン

ド)/後藤妙子(森町)/荒木外喜夫(関園)/
阿部和子(森町西)/後藤義勝(皆春)
▪�大在地区　後藤香(志村)/鶴田憲子(城原)
▪�坂ノ市地区　首藤雄三(坂ノ市中央)/幸

清子(里)
▪�大南地区　橋本昭彦(判田台北)/一万田

範彦(端登)/楠野耕市(志津留)
▪�稙田地区　東原イズミ(田尻東)/堀信子(光

吉台)
▪�佐賀関地区　渡邉裕一(木佐上)
▪�野津原地区　甲斐忠文(竹矢)/山﨑寛子

(竹矢)
▪�市外　橋本美由紀(東京都世田谷区)/一

尾和寿(由布市)
 以上２月28日受付分まで

善意の泉07 敬称略
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