募集

町の部「連覇」を目指して

お知らせ

第 19 回静岡県市町対抗駅伝競走大会
「函南町代表の選手」を募集

期限内に申請をお願いします

国民健康保険
人間ドック補助金の申請

申込み・問合先／生涯学習課（979-1733）
問合先／生涯学習課（979-1733）

問合先／住民課（979-8111）

平成 29 年度（平成 29 年６月〜平成 30 年１月）
実施の函南町国民健康保険特定健康診査を受診
第 １ 区間

3.673㎞

中学・高校生（女子）

第 ２ 区間

1.903㎞

小学生（男子）

３月までに人間ドックを受診した函南町国民健

第 ３ 区間

1.715㎞

小学生（女子）

康保険被保険者で、結果票の送付が遅かった

第 ４ 区間

3.549㎞

中学・高校生（女子）

第 ５ 区間

6.478㎞

高校生（男子）

第 ６ 区間

4.288㎞

40 歳以上（男女不問）

第 ７ 区間

3.564㎞

中学生（男子）

第 ８ 区間

3.02 ㎞

中学生（女子）

第 ９ 区間

1.67 ㎞

小学生（男女不問）

第 10 区間

3.0 ㎞

一般（女子）

第 11 区間

4.31 ㎞

中学・高校生（男子）

第 12 区間

5.025㎞

一般（男子）

していない人で、平成 29 年 10 月〜平成 30 年

などの理由でまだ補助金の申請をしていない人
は、住民課窓口で申請を行ってください。

・40 歳以上…昭和 53 年 12 月１日以前に生まれた人

○開催日時

県内の小・中学生、高校生は保護者の居住地か
ら出場）他県在住の場合も可（一部制限あり）
複数チームから参加依頼のある一般選手は、出
身地、住所、勤務地の順で選定。外国籍のうち

練習会は主に水曜日と土曜日の夜間を予定。

○その他
文化センターにある申込用紙に記入のうえ、

人は入会をご検討ください。

ださい。接種期限の平成 31 年３月 31 日を過ぎ
ると有料になりますのでご注意ください。町内、
伊豆市、伊豆の国市以外の県内で接種を希望す

○対象者
平成 31 年度に町立幼稚園に入園希望者

る人は医療機関宛の依頼書が必要です。１週間
程度の余裕をもって健康づくり課へご連絡くだ
さい。

○ MR2 期（麻しん・風しん）
に追加接種することで、免疫力が増加します。

る幼稚園」へお申し込みください。申込用紙は

の交付はできませんのでご注意ください。

また、１回目の接種で免疫がつかなかった人や

各幼稚園に用意してあります。
（幼稚園の休園

１回目に受けなかった人にも効果的です。自己

日を除く）

負担金はありません。
対象／平成 24 年４月２日〜平成 25 年４月１

○参加料

お知らせ

調査にご協力をお願いします

調査期日６月１日
「平成 30 年工業統計調査」
問合先／企画財政課（979-8101）

工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らか

無料。ただし、全員保険（数 100 円程度）に
加入をお願いしています。

幼稚園名

務がある重要な統計です。

会の名前

春光幼稚園

トトロの会

丹那幼稚園

バンビの会

二葉幼稚園

にこにこクラブ

住所・問合先

は最も多く、予防には肺炎球菌ワクチン接種が

仁田 613-2

効果的です。

（978-3454）
丹那 445-1
（974-0261）
上沢 658-35
（978-2071）

○調査方法
間宮幼稚園

みのり幼稚園

ラッコの会

いちごの会

○その他
・調査票に記入した内容は統計以外の目的（税
などの資料）に使用することは絶対ありませ
ん。皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願

持ち物／予診票、保険証、母子手帳

肺炎を引き起こす細菌の一種で高齢者の肺炎で

調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎
資料として活用します。

日生まれ（年長児相当）

○高齢者肺炎球菌

○未就園児の会

にすることを目的とした統計法に基づく報告義

製造事業者に伺います。

○練習日

平成 31 年度に町立幼稚園への入園を希望する

関で予約を取り、体調の良いときに接種してく

期限を過ぎると平成 29 年度人間ドック補助金

人で引き続き現在も町内に生活の拠点がある人

登録選手 21 人を決定します。

んでいただきます。年間数回開催予定です。

対象者には予診票と案内を送付します。医療機

幼少期に接種しているとは思いますが、年長児

５月中旬〜６月中旬に統計調査員が調査対象の

練習会、記録会などを行い、10 月上旬までに

親子で園児との触れ合いや遊具遊びなどを楽し

問合先／健康づくり課（978-7100）

17 時に申込用紙に記入のうえ、「入園を希望す

県内で生まれ育った人または義務教育を受けた

○選考

年長児の麻しん・風しん（ＭＲ混合ワクチン）
高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種

５月７日（月）〜５月 11 日（金）の 14 時〜

○注意事項

県庁前〜草薙陸上競技場

町内在住、在勤の人（平成 30 年９月１日現在、

予防接種を受けましょう

申込み・問合先／各幼稚園へお申し込みください

○申込み

５月１日（火）

お知らせ

町立幼稚園
「未就園児の会」の入会者

○申請期限

12 月１日（土）10 時スタート（雨天決行）

○対象

入園前に触れ合いましょう

（詳細は各幼稚園にお問い合わせください）

・中学・高校生… 平成 12 年４月２日〜平成 18 年４月１日生まれ
・一般…平成 12 年 12 月１日以前に生まれた人（高校生を除く）

お知らせ

間宮 865-5
（978-4666）
肥田 677-1
（978-3440）

対象／①町内に在住し、
平成 30 年度中に 65 歳、
70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、
100 歳になる人
②接種当日 60 歳以上 65 歳未満で心臓、じん臓、
呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスに
よる免疫の機能に障害があり、身体障害者手
帳１級を所持している人、
または同等の人（身
体障害者手帳を持参のうえ、事前にご連絡く
ださい）
自己負担金／ 4,260 円（生活保護受給者は事

自由ヶ丘幼稚園

ひよこの会

平井 1041-1
（978-3446）

前申請がある場合、免除）
持ち物／予診票、保険証、自己負担金、身体障
害者手帳（②の人のみ）

いします。
・ 詳 細 は 経 済 産 業 省 ホ ー ム ペ ー ジ（http://
www.meti.go.jp/statistics）でご確認ください。

※同封の医療機関名簿の「函南医院」は閉院となりま
したので、ご了承ください。

５月 21 日（月）までに生涯学習課へお申し込
みください。
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