募集

就園前のお友達づくりに

問合先／子育て交流センター（979-8800）

自死遺族支援事業

お知らせ

自死遺族のつどい
「東部わかちあい すみれの会」

自死遺族支援事業（個別相談）
「すみれ相談」

問合先／静岡県精神保健福祉センター（054-286-9245）

問合先／静岡県精神保健福祉センター（054-286-9245）

「すみれの会」は、身近な人を自死で亡くされた

相談日前日までに予約が必要です。電話でお申し

人へありのままの胸のうちを語り合い分かち合うた
めの会です。

込みください。

８月 20 日、９月 17 日、10 月 15 日、11 月 19 日、
12 月17 日、令和５年１月 21日、令和５年２月18 日、
令和５年３月 18 日の土曜日

○開催日
月１回程度
※初回：５月 18 日（水）または５月 19 日（木）
10 時～ 11 時

○場所

情報交換などを行います。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、内容
によっては人数を分けて行う場合があります。

東部健康福祉センター

５月 11 日

精神保健福祉センター

11 月２日

精神保健福祉センター

５月 18 日

西部健康福祉センター

11 月 16 日

中部健康福祉センター

やむを得ず急遽開催中止となる場合があります。

６月１日

精神保健福祉センター

12 月７日

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターホームページで開催状況

６月 15 日

賀茂健康福祉センター

12 月 21 日

西部健康福祉センター

などをご確認ください。

７月６日

精神保健福祉センター

１月 11 日

精神保健福祉センター

７月 20 日

富士健康福祉センター

１月 18 日

富士健康福祉センター

８月３日

精神保健福祉センター

２月１日

精神保健福祉センター

８月 17 日

御殿場健康福祉センター

２月 15 日

熱海健康福祉センター

９月７日

精神保健福祉センター

３月１日

精神保健福祉センター

９月 21 日

熱海健康福祉センター

３月 15 日

中部健康福祉センター

○その他

お知らせ

入場前に検温と消毒をお願いします

田農マーケット
問合先／田方農業高校（978-2265）

毎月１回、校内で栽培した野菜や草花などの生産
物の販売を行っています。詳細は、田方農業高校ホー
ムページをご覧ください。

○日時
４月 14 日（木）15 時 45 分～ 16 時 15 分

田方農業高校

記入し、子育て交流センター窓口へ提出してくだ
さい。用紙は窓口で配布するほか、町ホームペー

〔各地区福祉センター住所〕
東部健康福祉センター：沼津市高島本町 1-3
西部健康福祉センター：磐田市見付 3599-4
賀茂健康福祉センター：下田市中 531-1
富士健康福祉センター：富士市本市場 441-1
御殿場健康福祉センター：御殿場市竈 1113
熱海健康福祉センター：熱海市水口町 13-15
中部健康福祉センター：藤枝市瀬戸新屋 362-1

○その他
電話相談は随時行っています。

○場所
北館１階購買前周辺

○申込み
４月５日（火）～４月 12 日（火）に申込用紙に

所

10 月 19 日

○募集人数

やリトミックなど親子のふれあい、保護者同士の

場

東部健康福祉センター

参加できる親子

就園前の友達と一緒にプチ集団体験、親子体操

程

４月 20 日

４月１日生まれの子とその保護者で年間を通して

○内容

日

精神保健福祉センター

町に住民票がある平成 31 年４月２日～令和２年

30 組（応募多数の場合は抽選）

所

10 月５日

子育て交流センター 多目的室

○対象

場

田方農業高校ホームページ
（http://www.edu.pref.shizuoka.jp/tagata-ah/

○抗体検査の実施方法
①全国医療機関での受診。

令和４年度の日程・会場
精神保健福祉センター

（沼津市日の出町１-15）

平成 30 年 7 月以降に大都市圏を中心に風しんの

①～③のいずれかの方法で受診してください。

４月６日

ぬまづ健康福祉プラザ（サンウェルぬまづ）

問合先／健康づくり課（978-7100）

は３月末ごろに新しいクーポン券を送付します。

明町 2-20）ほか

程

風しん抗体検査および第５期予防接種

も公費実施期間が延長されました。未受診者の人に

静岡県精神保健福祉センター（静岡市駿河区有

日

○場所

昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日の間に生まれた男性へ

予防接種のクーポン券を送付しました。令和４年度

○場所

13 時 30 分～ 15 時 30 分（受付：13 時 20 分～）

早めの受診をお願いします

め令和元年度および令和 2 年度に風しん抗体検査・

原則第１・第３水曜日 13 時～ 16 時

４月 23 日、 ５月 21 日、 ６月 18 日、 ７月 16 日、

お知らせ

患者数が増大したことを受け、風しん拡大防止のた

○日時

○日時

▲「ハグ・ハピ」の活動の様子

悩まずにご相談ください

（受付：平日８時 30 分～ 17 時）

※対象者全員
②特定健診を受けるときに、一緒に受診。
※国民健康保険加入者のみ
③事業所健診を受けるときに、一緒に受診。
※事前に勤務先で要確認。

○予防接種の実施方法
抗体検査実施後、抗体価が低かった人のみ全国
医療機関で受けられます（要予約）。
医療機関については、厚生労働省
ホームページ「風しんの追加的対
策について」を参照してください。

○抗体検査・予防接種受診時の持ち物
クーポン券、本人確認できるもの（免許証、マ
イナンバーカードなど）、風しん抗体検査結果
表（予防接種受診時のみ）

○その他
▶新しいクーポン券を発送する前に受診を希望
する人で、令和元年度および令和２年度に発行
されたクーポン券をお持ちの人は、お手元のク
ーポン券をご使用ください。
▶抗体検査、予防接種実施時に住民票のある市
区町村のクーポン券のみ有効となります。
▶転入や紛失などでお手元にクーポン券がない場
合には再発行が可能です。

home.nsf/IndexFormView?OpenView）

ジからもダウンロードできます。お友達の分の申
込用紙の預かりはご遠慮ください。
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【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【重要】新型コロナウイルス感染症の感染状況により、
イベントの中止など掲載内容が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

「ハグ・ハピ」
できたよ！やったね♪を応援する２歳児の会

お知らせ

