
妊婦健康診査に追加助成があります
　妊娠中の人を対象に妊婦健康診査を実施しています。30年
4月1日以降から、出産予定日を超過された人で、14回分全て
利用された場合は、1回分の追加助成があります。　▪問 �保健所
健康課☎536-2516

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（ただし、9月末までは28年4月2日～9月生
まれの2歳児を含む）　※既におたふくかぜにかかったことが
ある人、ワクチンを接種した人は除く　■助成額：3,000円(1人1
回)　■その他・▪問 �詳しくは、保健所保健予防課☎535-7710へ。

MRワクチンの不足により、29年度中にMR（麻しん・
風しん）予防接種を受けられなかった場合でも、無料で
予防接種が受けられます
■対象：●29年度第1期対象者（2歳～3歳未満）　●29年度第2期
対象者（6歳～8歳未満〈23年4月2日～24年4月1日生まれ〉）　
■接種期限：31年3月31日㈰　■実施場所：市内の指定医療機関
（予約制）　※医療機関は市のホームページをご覧になるか、
保健所保健予防課☎535-7710へ。

30年度高齢者肺炎球菌の定期予防接種
■対象：●30年度中（4月1日～31年3月31日）に満65歳・70歳・
75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる人　●満60歳以上
65歳未満の人で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能障がいまた
はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいを有し、身体
障害者手帳1級相当に該当する人　■接種回数：1回　※再接種
は不可　■接種期限：31年3月31日㈰　■接種費用：3,500円（生
活保護世帯・市民税非課税世帯の人は無料）　■実施場所：市内
の指定医療機関（予約制）　※医療機関は市のホームページを
ご覧になるか、保健所保健予防課☎535-7710へ。

看護の日健康相談会　無料
月　日 場　所 問合せ先

5/��7㈪
稙田市民行政センター2階健康増進エリア 西部保健福祉センター

☎541-1496

佐賀関市民センター1階* 佐賀関健康支援室☎575-2077

5/��8㈫
大 南 市民センター 1 階 大南健康支援室

☎574-7791

坂ノ市市民センター2階* 坂ノ市健康支援室☎574-7891

5/��9㈬ 野津原市民センター1階 野津原健康支援室
☎588-1880

5/10㈭ 鶴崎市民行政センター1階ホール 東部保健福祉センター
☎527-2143

5/14㈪ 大 在市民センター 1 階 大在健康支援室
☎574-7681

5/15㈫ 保 健 所 1 階 ロ ビ ー 生活習慣病対策担当班
☎536-2562

■時間：午前9時30分～11時30分（*は午後1時30分～3時）　■内
容：健康相談、血圧測定、体脂肪測定、血管年齢測定（一部未実施
の会場あり）など　■持参品：健康手帳、健康診断結果など

認知症の人を介護する家族のつどい～茶話会～　無料
■日時：4月24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。

健康講座「げんき教室」　無料
■日時：4月25日㈬　午後2時～3時30分　■場所：県看護研修
会館（大字豊饒）　■内容：●講話「元気アップ体操」で健康長寿
を目指しましょう!　●健康相談　●健康チェック（血圧測定な
ど）　■申込み：不要　▪問県看護協会☎574-7117

法律による予防接種（4月1日～31年3月31日）

種　類 対　象 接種方法
（ 　）内は標準的な接種年齢など

ポリオ 生後3カ月～7歳6カ月未満

・初回（生後3カ月～1歳）
��20日以上の間隔で3回
・追加�（初回終了後
��1年～1年6カ月）
��初回終了後6カ月以上の間隔
��で1回

DPT-IPV
（ジフテリア）
（百日せき）
（破傷風）
（ポリオ）
※1

生後3カ月～7歳6カ月未満

・初回（生後3カ月～1歳）
��20日以上の間隔で3回
・追加（初回終了後
��1年～1年6カ月）
��初回終了後6カ月以上の間隔
��で1回

D�T�2期 11歳～13歳未満 １回（11歳）

B � C � G 1歳未満 １回（生後5カ月～8カ月）

M � R
（麻しん・風しん）

麻 し ん
風 し ん

１期（1歳～2歳未満） １回（1歳～1歳3カ月）

２期（5歳～7歳未満で、
小学校就学前の1年間）
〈24年4月2日～25年4月1日生まれ〉

１回

日本脳炎
※2

生後6カ月～7歳6カ月未満

・1期初回（3歳）
��6日以上の間隔で2回
・1期追加（4歳）
��1期初回終了後
��6カ月以上の間隔で1回

9歳～13歳未満 2期として1回（9歳）

H � P � V

※3

小学6年生～高校1年生
相当の年齢の女子
（14年4月2日～19年4月1日生まれ）

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。

ヒブ
ワクチン 生後2カ月～5歳未満

接種の開始年齢が
・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）
・生後7カ月～1歳未満
��3回（条件によっては2回）
・1歳～5歳未満　1回

小児用
肺炎球菌
ワクチン

生後2カ月～5歳未満

接種の開始年齢が
・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）
・生後7カ月～1歳未満
��3回（条件によっては2回）
・1歳～2歳未満　2回
・2歳～5歳未満　1回

水痘
（水ぼうそう） 1歳～3歳未満

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）

B型肝炎 1歳未満
27日以上の間隔で2回接種後、
1回目から139日以上の間隔で
1回（3回）

※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。
※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。

▪問保健所保健予防課☎535-7710

（子宮頸
けい
がん）�予防

あなたの家族の病気や健康管理などを気軽に相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。
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ハッピーファミリー応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
方、新生児の育児講座、妊婦体験、
沐
もくよく

浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
③孫育て応援教室
▪時間：午後1時～4時
▪内容：昔と今の子育て、あそびとおも
ちゃ、子どもの事故と対処法など
▪月日・場所：①②4月28日㈯…鶴崎市
民行政センター　③5月12日㈯…い
きいき健康館(大手町)　※①②は教
室参加者の交流会もあります。
▪申込み・問　電話で、①②は4月16日
㈪から、③は4月19日㈭から県助産
師会(☎534-0753)へ。

無料 里親制度説明会
▪日時・場所：⃝5月11日㈮　午前10時
～正午…稙田市民行政センター　
　⃝5月18日㈮　午後7時～9時…県
こども・女性相談支援センター
　⃝5月25日㈮　午後2時～4時…鶴
崎市民行政センター
問　県中央児童相談所（☎544-2016）

県民登山教室（初級）
▪日時：①5月20日　②6月17日　③7月
1日（日曜日・全3回）
▪内容：①で登山の基礎知識を学び、②・
③で登山　※①で登山は行いません。
▪参加料：6,000円（交通費、保険料な
どは別途）
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪申込み：往復はがきに、住所、氏名、
性別、年齢、電話番号を記入し、4月
28日㈯〈必着〉までに県山岳連盟（〒
870-8691　府内町3-4　大分中央
郵便局　私書箱111）へ。
問　県山岳連盟　中（☎090-4489-5216）

剣道・スポーツチャンバラ大会
▪日時：5月4日㈮　午前9時～午後3時
▪場所：七瀬川自然公園
▪参加料：100円
▪その他：正午から各種イベントあり
問　スポーツチャンバラ実行委員会�
阿部（☎090-3737-9656）

無料労働相談
▪日時：4月26日㈭　午後1時～4時
▪場所：J:COM�ホルトホール大分4階　
408会議室
▪相談員：弁護士、社会保険労災士など
▪相談内容：賃金、労働時間、労災、労働
保険など
▪その他・問　電話による相談は県労
政・相談情報センター(固定電話専
用フリーダイヤル〈☎0120-601-
540〉または携帯電話用ダイヤル〈☎
097-532-3040〉)へ。

人権・行政困りごと相談所
▪日時：5月8日㈫　午前10時～午後3時
▪場所：稙田市民行政センター
▪相談員：人権擁護委員、行政相談委員
▪相談内容：差別・セクハラ・パワハラ・い
じめ・体罰などの人権問題、行政の手続
き・サービスについて困っていること
問　大分地方法務局(☎532-3368)

こどもの日はピザでお祝い！
パパと子どものクッキング
▪日時：5月5日㈯　午前9時45分～午
後1時
▪対象：小学生とその父親
▪定員：12組(先着順)　※調理実習は
1組3人まで、初参加の人優先
▪参加料：1組500円(材料費)
▪その他：未就学児の無料託児あり(生
後6カ月～、事前予約制先着10人)
▪申込み・集合場所・問　電話で、4月20
日㈮午前9時から男女共同参画セン
ター(コンパルホール2階　☎574-
5577)へ。

障がい者の「着る」ことなんでも
相談＆ファッション講座
　衣服について、専門家によるアドバ
イスをもらえるほか、障がい者用衣服
の製作技術を学べます。
▪期間：5月26日～31年3月末(土曜日・
全21回)　午後6時～9時
▪場所：コンパルホール
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪受講料：無料(材料費として年間5,000
円程度が必要)
▪申込み・問　障害福祉課(本庁舎1階)
に備え付けの申込書(市ホームペー
ジでダウンロードも可)に記入し、
4月16日㈪～5月11日㈮に同課(☎
537-5658)へ。

第29回
豊の国ねんりんピック美術展
▪期間：5月9日㈬～14日㈪
▪会場：県立美術館3階　展示室B
▪内容：県在住の60歳以上の人が創作
した絵画、彫刻・彫塑、工芸、書、写真
の作品および短歌、俳句、川柳の入賞
作品を展示
問　県社会福祉協議会（☎553-1150）

講座＆教室

街の ホ
ッ
ト情報

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
▪�県農業協同組合
　全国共済農業協同組合連合会県支部
▪�ふるさと大分市応援寄附金（ふるさと納
税）へ寄付していただいた人の氏名等は、
市ホームページに掲載しています。
社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪	宮崎恵美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪	大分地区　野尻文雄(田中町)/古城京子(元
町)/島谷真司(牧)/渡邊武(大道町)/花木
悦子(王子町)/川上利昭(新川町)/椎野文
敏(高崎)
▪�鶴崎地区　岩﨑恭子(三佐)/田中広子(森
町)/安藤孝一(松岡)/川野峯子(皆春)/加
藤勇二(松岡)/廣瀬久子(小池原)
▪�大在地区　姫野幸男(政所)/佐藤清隆(大
在北)/小竹紘子(竹下)/姫野稔(大在浜)
▪�坂ノ市地区　太和田京一(丹生)
▪�大南地区　朝見元務(下判田)/後藤信行(下
判田)/白瀧美智子(中戸次)
▪�稙田地区　杉崎良春(ふじが丘)/板倉良
光(旦野原)/髙木末義(松が丘)/仲摩みや
子(富士見が丘東)
▪�野津原地区　河野鉄夫(入蔵)/甲斐良幸(今
市)/工藤昭憲（野津原）

� 以上2月28日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

※写真はイメージです
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