お知らせ

お知らせ

歯を健康に保つために

健康のために口腔ケアを

お知らせ

問合先／健康づくり課（978-7100）

申込み・問合先／健康づくり課（978-7100）

○子宮頸がん・乳がん検診（検診車）

「函南町ふれあい広場」で「歯の無料検診」を

オーラルフレイルとはお口の機能の衰えのことで

開催します。むし歯や歯周病予防、正しい歯みが

す。お口の体操、口腔ケアについて学んでみません

きの仕方などを相談しながら、お口の健康チェッ

か。申し込み不要、詳細はお問い合わせください。

９時〜 11 時、13 時〜 14 時 30 分

○日時・場所

※ 11 月 19 日の午後は託児有（要予約）

参加できます。お気軽にご来場ください。

日時

希望者には、むし歯になりやすいかをチェック

場所

する「オーラルペーハーテスト」も実施します。

10 月５日（土）
18 時〜 19 時 30 分

○日時

10 月 11 日（金）
間宮公民館
９時 30 分〜 10 時 30 分

10 月 20 日（日）９時 30 分〜 11 時 30 分

○場所
保健福祉センター

検診ホール

○内容
町内歯科医師による歯科検診、歯科相談。

乳がん検診：30 歳以上女性
内容／子宮頸がん検診：子宮頸部細胞診
乳がん検診：30 歳〜 39 歳は超音波検査、

年齢の人のみ）

11 月 16 日（土）
10 時〜 11 時

仁田公民館

Ք͂υζϋΑ̨̤͂͂დ
〔出演者〕
東京フィルハーモニー交響楽団員
ヴァイオリン 戸上 眞理
チェロ
渡邉 辰紀
コントラバス 遠藤 柊一郎
オーボエ
和久井 仁
ピアノ
服部 真由子

負担金／ 500 円（無料クーポン券をお持ちの
人は無料）

〔プログラム〕
【千夜一夜物語】
千夜一
夜一夜
夜物語】
夜物
ェヘラ
ラザード【
他 コルサコフ：シェヘラザード
チャイコフスキー：眠れる森の美女
ー：眠
眠れる森の
の美女

リスト：愛の夢
挨拶
エルガー：愛の挨拶
ンテラ
ラ
ポッパー：タランテラ

他

11 月４日（月）14 時開演（13 時 30 分開場）

日時 /

場所 /

文化センター

入場料 /1,000

円（全席自由席）

主催 / 函南町文化協会 後援 / 函南町 函南町教育委員会
委員会 静岡新聞
静岡新聞社
聞社 静岡放送 伊豆日日新聞
【 問合先 】函南町文化協会 担当：伊澤（090-1474-7024)
4-7024) 露木（090-2133-9078）
露木
木（090-2133
33-907
078）
8）
【 チケット販売店 】○カフェ「 レオン」（944-6676) ○ベーカリーカフェ「マリー」
（945-0707)
○ベーカリーカフ
カ ェ「マリー」
」
（945
（9
45-0
-070
707)
7)
○花と画材「コスモス」
（978-9067) ○戸田書店函南店
○やまがた楽器店（975-0207
店 (978-7770) ○
や がた楽器店（975-0207 三島）
やま
○FM いずのくに（940-0877 伊豆の国）
11

予防には、日頃の健康管理（うがい、手洗いな

までの体調の良いときに接種しましょう。

○接種期間
10 月１日（火）〜令和２年２月 29 日（土）
※医療機関によっては 10 月中旬から開始

可（受診券に印字されている年齢が偶数

○対象
①町内に住民票があり、接種当日 65 歳以上
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

○骨粗しょう症検診の祝日検診
骨粗しょう症検診を祝日に受けることができま

よる免疫の機能に障害のある身体障害者手帳
１級、同等の障害がある

す。今年度未受診の人はこの機会に受診してく
ださい。募集人数に限りがあります。お早めに

·ρΏΛ·ȁϋȜΠ

どの合併症を起こすことが多くなります。

行する時期の前の接種をお勧めします。12 月末

ダイヤランドホール

国内第一線で活躍する演奏家
によるクラシックの調べを心
ゆくまでご鑑賞ください。
収益金は、地域振興や社会奉
収
益金は、地
、地域振
域 興や社会奉
仕活動に役立たせていただき
仕活動に役立たせ
せてい
ていただ
ただき
き
ます。

などの全身症状が特徴で、高齢者の場合は肺炎な

対象／子宮頸がん検診：20 歳以上女性

11 月 10 日（日）
10 時〜 11 時

ΙλςΞͻȜϋȜΠ  ̥̻͈ͣڢإ函南音楽会

インフルエンザは、38 度以上の高熱、関節痛

ど）と予防接種が有効です。インフルエンザが流

40 歳以上はマンモグラフィ検査も選択

保健福祉センター

問合先／健康づくり課（978-7100）

場所／保健福祉センター（検診車）

10 月 15 日（火）
伊豆ゲートウェイ函南
9 時 30 分〜 10 時 30 分

12 月 1 日（日）
9 時〜 10 時

ないお子さんには表彰状を差し上げます。

日時／ 11 月 18 日（月）、11 月 19 日（火）

農村環境改善センター

11 月 25 日（月）
冷川公民館
9 時 30 分〜 10 時 30 分

歯科検診受診者すべてに記念品贈呈、むし歯の

予防接種を受けましょう

高齢者インフルエンザ
予防接種の費用を一部助成

女性のための検診

問合先／健康づくり課（978-7100）

クをしてみませんか？申し込み不要、どなたでも

お知らせ

子宮頸がん・乳がん・骨粗しょう症

オーラルフレイル
予防講習会

歯の無料検診・無料相談

詳細は健診のしおりで確認を

○個人負担金

お申し込みください。

1,200 円

日時／ 10 月 22 日（火）9 時〜 11 時 30 分

※生活保護受給者は免除（事前に健康づくり課で

場所／ NTT 東日本伊豆病院
対象／町内に住民票のある 40、45、50、55、
60、65、70 歳の女性
負担金／ 700 円

○医療機関での受診（子宮頸がん・乳がん検診）
子宮頸がん・乳がん検診は 12 月まで次の医療

要申請）

○持ち物
健康保険証、個人負担金、身体障害者手帳（対
象②に該当する人のみ）

○接種方法
○町内、伊豆の国市、伊豆市の委託医療機関

機関でも受診することができます。

で接種することが可能です。
「予診票」は医

※ 12 月は医療機関が混み合います。年末の休

療機関に置いてあるので、事前に電話でご確

診日については各医療機関にお問い合わせくだ

認ください。

さい。

○委託医療機関以外の医療機関（県内のみ）で

○子宮頸がん検診：三島マタニティクリニック・

接種を希望する人は、事前に手続きが必要にな

ベビーアンドレディースクリニック山口医院・伊

りますので健康づくり課へご連絡ください。

豆赤十字病院
○乳がん検診（超音波）
：NTT 東日本伊豆病院、
高橋クリニック
○乳がん検診（マンモグラフィ）
：NTT 東日本
伊豆病院、伊豆保健医療センター、伊豆赤十字
病院、東部メディカル健康管理センター

広報
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