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お知らせ

問合先／環境衛生課（979-8112）

忘れずに接種しましょう

愛犬の予防注射日程
狂犬病注射を受けましょう

　都合がつかない人は、６月 30日（木）までに

近くの動物病院で注射を行ってください。犬の登

録が済んでいない人は環境衛生課で手続きをお願

いします。（登録費用 3,000 円）

愛犬カード、予防注射の案内はがき、ふんの処

理用具、注射手数料（3,400 円）

○持ち物

慣れない場所で犬が興奮して暴れてしまうこと

があります。犬をしっかり抑えることができる

人が連れてきてください。

○その他

４／６
水

仁田公民館

間宮公民館

西部コミュニティセンター

日守公民館

新田明應寺

9:00 ～ 9:20

9:35 ～ 9:55

10:10 ～ 10:20

10:30 ～ 10:40

10:50 ～ 11:00

４／９
土

三島函南農協仁田支店

塚本公民館

八ツ溝公民館

函南町役場

9:00 ～ 9:50

10:00 ～ 10:50

13:00 ～ 13:10

13:20 ～ 14:50

鬢之沢公民館

田代公民館

軽井沢公民館

農村環境改善センター

畑公民館

エメラルド東口バス停前

ダイヤランド管理事務所

桑原公民館

9:00 ～ 9:10

9:30 ～ 9:40

  9:50 ～ 10:00

10:15 ～ 10:30

10:40 ～ 11:00

13:00 ～ 13:10

13:25 ～ 13:45

14:15 ～ 14:30

４／５
火

14:45 ～ 15:00 パサディナ公民館

４／４
月

大竹グラウンド

新幹線公民館

上沢公民館

平井公民館

柏谷老人いこいの家

柏谷公園（東側駐車場）

9:00 ～ 9:10

9:25 ～ 9:35

  9:50 ～ 10:20

10:40 ～ 11:00

13:00 ～ 13:15

13:25 ～ 13:55

14:15 ～ 14:30

14:40 ～ 15:00

柿沢台自治会館

畑毛公民館

役場、保健福祉センター、文化センター、知恵

の和館、仏の里美術館、湯～トピアかんなみ、

ごみ焼却場、西部コミュニティセンター、農村

環境改善センター、ダイヤランド管理事務所前、

函南駅、大場駅、伊豆仁田駅、函南郵便局、フー

ドストアあおき、ザ・コンボ、キミサワ、マッ

クスバリュ、エース生鮮館、町内のコンビニエ

ンスストア

お知らせ

問合先／企画財政課（979-8101）

発行日をご確認ください

平成 28年度
「広報かんなみ」発行日予定

　広報かんなみは、毎月 15日前後に発行してい

ます。発行日が土曜日・日曜日・祝日と重なる場

合は、日を前後して発行します。

○広報かんなみ配架場所

広報紙をスマホへ配信しています。また、町ホー

ムページで確認することができます。

○その他

　妊娠初期の女性が感染すると赤ちゃんに障害が

起こる「先天性風しん症候群」の発生を予防する

ため、４月１日から接種費用の一部を助成します。

　風しんの抗体価が低く、予防接種が必要と判断

された人で接種を希望する人は健康づくり課窓口

で手続きを行ってください。

お知らせ

申込み・問合先／図書館（979-8700）

本にちなんだイベントを開催

自分だけの豆本を作って本がどのようにできるの

か学びましょう。手のひらサイズの本を作ります。

◆工作教室「豆本を作ってみよう」

子ども読書の日イベント

　４月 23日は「子ども読書の日」、４月 23日～

５月 12日は「こどもの読書週間」です。

　図書館で、本にちなんだイベントを開催します。

ぜひご来館ください。

日時／４月 23日（土）14時～ 15時 30分
場所／図書館　２階研修室
対象／小学生（１・２年生は保護者同伴）
募集人数／ 15人（先着順）
持ち物／はさみ、のり
申込み／図書館カウンターか電話でお申し込みく
ださい。

絵本などの読み聞かせ、簡単な

工作を行います。

◆「おはなし会スペシャル」

日時／４月 24日（日）14時～ 15時
場所／図書館　１階キッズルーム
対象／小学生（幼児は保護者同伴）
その他／申し込み不要です。直接会場へお越しく
ださい。

「こどもの読書週間」のデザインが書か

れたしおりとブックカバーをプレゼント

します。

◆「しおり・ブックカバーのプレゼント」

期間／４月 23日（土）～５月 12日（木）
場所／図書館　１階、２階

お知らせ

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

「先天性風しん症候群」発生を予防

４月１日～平成 29年３月 31日

○助成期間

風しんワクチン予防接種の
接種費用を一部助成します

風しん抗体検査の結果、予防接種が必要と判断さ

れた町民で、①妊娠を予定、希望する女性②妊娠

をしている女性の同一世帯の人

○対象

・風しん・麻しん混合ワクチン（MR）：5,000 円

・風しんワクチン（4,000 円）

○助成額

※差額は自己負担となります。

指定医療機関（申請時に説明）

○実施場所

①東部保健所に抗体検査を申し込む

②抗体検査を医療機関で実施

③抗体検査の結果通知をもらう（抗体がある場合

は終了。無い場合は④へ）

④健康づくり課窓口へ結果通知と認め印を持参

し、予防接種の申し込みを行う

⑤医療機関を予約し、予防接種を受ける

⑥接種した医療機関で差額分の接種費用を支払う

○接種までの流れ

助成回数は１人１回です。極力、麻しん風しん混

合ワクチンの接種をご検討ください。女性は接種

前１か月と接種後２か月は妊娠しないように注意

してください。抗体がある人は接種の必要はあり

ません。県が助成している抗体検査以外にも、自

費、妊婦健康診査などで実施した検査結果でも助

成申し込み可能です。

○その他
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