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■申  申込先　  ■問  問合せ先　  ■予  予約

ノルディックウォーキング体験講座
第 2弾 春のコース

　介護予防として気軽に取り組めるよう

に、2本のストックを持って行う新しい

ウォーキング（ＮＷ）を体験します。

�日時／ 5月 31日（土）9：30～ 12：00
�場所／柴田町地域福祉センター
�対象／町内在住でＮＷを体験したい方
�募集人数／ 70人程度（先着順）
�参加費／無料
�申込期限／ 5月 23日（金）
※開催要領と申込書は、健康福祉課および槻木
　事務所にあります。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
　内）　� 55-2159

　大腸がん検診、前立腺がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。検診は、

町内指定医療機関での個別検診です。指定検診期間以外は受診できなくなりますので、

必ず期間内に受診してください。なお、受診の際は、受診票と自己負担料、大腸がん

検診については便容器（5日以内の便 2日分）をお持ちになり、指定医療機関に提出

してください。自己負担料、指定医療機関は受診票に記載しています。

�検診期間／5月～ 11月（行政区を下記の7グループに分けて実施します）

　絵本や紙芝居、わらべ歌を一緒に楽し

んでみませんか。好きな絵本、紹介した

い本をご持参ください。

�日時／5月15日（木）10：30～11：30
�場所／船岡公民館（船岡小学校隣）
�参加費／無料

■問  おはなしの会ぴいかぶう（小塩）
　� 55-0916

　柴田郡内の4町合同で高齢者虐待を考

える研修会を行います。地域での気付く

ことの大切さ、高齢者本人や家族などを

守るために参加してみませんか。

�日時／5月29日（木）13：30～15：30
�場所／えずこホール（大河原町）
�内容／高齢者虐待についての講話
�対象／どなたでも参加できます
�募集人数／ 100人程度（申込不要）
�参加費／無料

■問  地域包括支援センター（健康福祉課内）
　� 55-2159

　お子さんと一緒に、月齢に合った離乳

食を味わってみませんか。

�日時／5月19日（月）10：00～11：30
�受付時間／ 10：00～ 10：15
�場所／保健センター　2階
�内容／離乳食講話および試食、家庭教
　育講話、個別相談（希望者）

�対象／生後 5～ 10か月の乳児と保護
　者 15組

�申込期限／ 5月 13日（火）

■申 ■問  健康福祉課
　� 55-2160

※受診票が検診月の前月28日まで届かなかった場合はご連絡ください。
　

～5月 27日（火）まで追加申し込みを受け付けます～

※対象の年齢は、平成21年 3月 31日現在の年齢です。

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

受診票配布時期指定検診期間対象行政区グループ

4月下旬5月1日～31日
7B区、8区、11Ｃ区、12Ａ区、14区、23区、
26区、27区

①

5月中旬～下旬6月2日～30日3区、12Ｂ区、17B区、22区、29Ｄ区②

6月中旬～下旬7月1日～31日6A区、6B区、18Ａ区、28区、29Ａ区③

7月中旬～下旬8月1日～30日7Ａ区、11Ｂ区、13区、20区、25区、29Ｂ区④

8月中旬～下旬9月1日～30日5区、9Ａ区、15区、18Ｂ区、21区、30区⑤

9月中旬～下旬10月1日～31日  2 区、9Ｂ区、16区、19区、24区、29Ｃ区⑥

10月中旬～下旬 11月1日～29日  1 区、4区、10区、11Ａ区、17Ａ区⑦

検　　査　　内　　容対　　象検　診　名

便により大腸内で出血がないかを検査40歳以上の方大腸がん検診

採血により血液中の前立腺特異抗原値を測定50～ 79歳の男性前立腺がん検診

にこにこマンマ離乳食

　ミニ勉強とおしゃべりしながら外食し

ませんか？

�日時／ 5月 21日（水）11：00～
�場所／一休（西船迫）
�対象／ひとり暮らしおよび日中ひとり
　の高齢者

�食事代／実費負担
�申込期限／ 5月 16日（金）

■申 ■問  佐藤　� 57-1065
　鈴木　� 55-2328

ひとりぐらし高齢者
「ランチを楽しむ会」開催
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　平成20年度子宮がん検診を申し込まれた方に受診票を配布します。期間内に指定

医療機関で受診してください。5月 15日（木）までに受診票が届かない場合はご連絡

ください。また、申し込まれなかった方で受診をご希望の方は、7月25日（金）までに
お申し込みください。

�検診期間／6月 2日（月）～ 7月 31日（木）
※検診期間後半は大変混み合います。6月中の受診をお勧めします。

　最近もの忘れがひどくなった、認知症

の高齢者を介護しているが、ケアの仕方

がわからないなど、お困りの方に対し専

門医師による無料相談を実施します。

�日時／5月28日（水）13：30～15：00
�場所／保健センター
※予約が必要です。
※外出できない方は、自宅訪問による相談もで
　きます。

◎認知症に関する相談窓口は、地域包括

　支援センターです。

■申 ■問  地域包括支援センター（健康福祉課
内）　� 55-2159

　国土調査は、現地で地目・土地の境界

調査・測量などを行い、現地と公図、登

記簿が合うようにする調査です。本年度

は、船迫地区が対象になります。予備調

査として、職員などが現地立入り調査を

行います。詳細については、説明会を実

施しますのでご出席ください。

�日時／ 5月 21日（水）13：30～
�場所／農村環境改善センター
�調査対象地区／船迫（弁天、新朴木、
　泥田、大石前）
※調査地区が若干変更になる場合があります。

■問  都市建設課　� 55-2120

国国国国国国国国国国土土土土土土土土土土国土（（（（（（（（（（地地地地地地地地地地籍籍籍籍籍籍籍籍籍籍））））））））））（地籍）調調調調調調調調調調査査査査査査査査査査調査ににににににににににに
ごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力をををををををををを！！！！！！！！！！ご協力を！

�自己負担料

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

�申込方法／直接スポーツ振興室にお申し込みください。受講料は申し込みと同時に
　お支払いください。

�申込期限／5月 17日（土）

■申 ■問  スポーツ振興室　� 55-2030

期間・受講料内　　容開催日時教室名・会場（対象者）

6 月 4日～　
　11月 26日
5,500 円

高齢者の転倒による事故
等を防止するため、運動
を取り入れ、筋力や体力
の維持・増進を図ります。
（ダンベル体操など）

毎週水曜日
13：30～ 15：00
計 22回

健康づくり教室
（介護予防事業）
船岡体育館　　
仙南総合プール

（65歳以上の町民30人）

検　　診　　日　　時医療機関名

○ 8：30～ 11：30　○ 13：30～ 17：30月・火・木・金毛利産婦人科医院
� 55-3509 ○ 8：30～ 11：30水・土

○ 10：00～ 12：00　○ 14：00～ 17：00月～金
大沼胃腸科外科産婦人科医院

� 56-1441

○ 8：30～ 12：00　○ 14：00～ 17：30
※ただし、火曜日の午後は 15：00～

月・火・水・金宮上クリニック
� 55-4103

○ 8：30～ 12：00木・土

○ 14：00～ 14：30（予約制）
※時間に遅れた場合はキャンセル扱いになります
　のでご注意ください。

月・火・水・金

みやぎ県南中核病院
� 51-5500 予約受付について

日時／ 5月 20日（火）～ 7月 25日（金）14：30～ 16：30
変更・お問い合せは 8：30～ 17：15（土・日・祝日を除く）
予約方法／電話または外来 4番窓口で受け付けます。

左記以外の方町国保加入者75歳以上の方検診内容（検診単価）

2,100 円1,000 円1,000 円頚部がん検診（7,014 円）

2,100 円1,000 円1,000 円体部がん検診（7,014 円）

平成20年度スポーツ振興室教室生を募集します

移動なかよし広場
～親子であそびにきてね！楽しいよ～

�日時／5月13日（火）10：00～11：30
�場所／船迫公民館
�対象学区／船迫小学校区

�日時／5月15日（木）10：00～11：30
�場所／槻木生涯学習センター
�対象学区／槻小・柴小学校区

�対象／就学前のお子さんと保護者
�持ち物／各自必要なもの
※両日とも保健師の健康相談があります。
　事前の申し込みは不要です。

■問  子育て支援センターるんるん（船迫
　児童館内）　� 54-4040
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�利用時間／月～土曜日　 9:00 ～ 21:00（施設利用時間9:00～ 20:45）
　　　　　　日・祝祭日  11:00 ～ 19:00（施設利用時間11:00 ～ 18:45）

�無料開放日時／ 5月 18日（日）  毎月第 3日曜日
※5月上旬水球強化練習予定（時間帯によって一部ご利用できない場合がございますのでご了承ください。）

○…全面利用可能　　☆…レッスン実施中は利用不可　　×…終日利用不可　　
△…  9:00 ～ 16:30 全面利用可
　　16:30 ～ 18:30 一部利用可（スイミングスクール実施中は3コース利用可）

　　18:30 ～ 20:45 全面利用可

生 活 相 談
柴田町地域福祉センター内（相談室2）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談員相談区分

5月13日（火）近江　宣男

生　　活 5月20日（火）山本登起子

5月27日（火）安藤　　登

■問  柴田町社会福祉協議会　ふれあい福祉
センター　� 58-1771（船岡字中島68）

人権・行政相談
役場第2会議室（2階）

10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

5月 7 日（水）菊地　康子

人　　権 5月14日（水）郡山登美子

5月21日（水）桂川　クメ

5月28日（水）飯渕　紀子行　　政

槻　木　事　務　所
10:00 ～ 15:00

相　談　日担当相談委員相談区分

5月 9 日（金）本多　敬一
人　　権

5月23日（金）大友　勝彦

5月23日（金）星　マサ子行　　政

■問  町民環境課 � 55-2113

消費生活相談
町 民 環 境 課

9:00 ～ 16:00（祝・休日除く）

相　談　日担当相談員相談区分

毎週（火）（水）（金）鈴木久美子消費生活

■問  町民環境課 � 55-2113

※土曜日（第 2・4）はホットヨガを予
　定しているため、一部プールサイド
　の利用をご遠慮ください。

友人同士、ご家族など、どなたでもご
利用できます。お気軽にご利用くださ
い（卓球・バドミントンに限ります）。

柴田町民体育館
5月11日（日） 9:00～16:00
5月25日（日） 9:00～16:00
槻木体育館
5月 4 日（日） 9:00～16:00

5月18日（日） 9:00～16:00
　※行事等により変更になる場合があります。

体
育
館
一
般
開
放
日

   体育館・野外運動場調整会議 

日時／5月15日（木） 19:00
場所／船岡公民館

   学校体育施設調整会議 

日時／5月20日（火） 19:00
場所／船岡公民館

6
月
分

　■問  スポーツ振興室  � 55-2030

31302928272625242322212019181716151413121110987654321　　　日・曜日
区分 土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木水火月日土金木

☆☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆☆休 
館 
日

☆☆☆☆☆☆プールＡ面

○△○○○○○△○○○○○△○○○○○△○○○○○△○プールＢ面

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○トレーニング室

AZ MUSIC FESTIVAL 12th

12回目♪仙南音楽人の祭典

　糖尿病とその予備群といわれる人は、成人の約6人に 1人といわれています。この

教室では2～ 3カ月ごとに血糖値を検査し、その結果から自分の生活を見直し、食生

活や運動についてさまざまな人との話を交えながら考え、実践していきます。

�開催日・内容

☆キラリ☆健康教室
～血糖と上手に付き合っていくために～

　仙南地域で活動するミュージシャンが一堂に集結する音楽の祭典「アズ・ミュージッ

ク・フェスティバル」を開催します。演奏者、フリーマーケットの参加者募集中です！

�日時／ 7月 27日（日）10：00～18：00　　　�会場／えずこホール（野外スペース）

 募集内容・申込先

○アマチュアバンドなどの演奏者30組※高校生以上。テープ審査あり

　�参加費／1人 2,000円（記念品あり）　　�申込先／小田部晃二郎　� 53-2134

○フリーマーケット出店者25区画

　�参加費／1区画 1,000円　　　�申込先／板橋芳子　� 022-386-3306

 申込期限／5月 31日（土）
※住所、氏名、連絡先を明記してＦＡＸで申し込みください

■問  大河原町役場（長谷川）� 090-6253-7698

�時間／9：30～ 12：00　　　�場所／保健センター

�対象／過去にヘモグロビンＡ1ｃが 5.2％以上といわれたことがある方

�募集人数／40人程度（先着順）

�参加費／血液検査自己負担額として1回 500円　　　�申込期限／5月 9日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

血液検査予定日内　　容開　催　日

5月 26日（月）～ 31日（土）事例紹介6 月 16 日（月）

8月 18日（月）～ 23日（土）食事のお話①9 月 4 日（木）

血液検査なし食事のお話②10月 2 日（木）

11月 17日（月）～ 22日（土）検査経過の振り返り12月 8 日（月）

平成 21年 2月 9日（月）～ 14日（土）まとめ2 月 27日（金）
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骨髄バンクに
ご登録ください

　白血病など血液難病患者の皆さんを
救うために、骨髄バンクの登録をお待
ちしています。（要予約）
�日時／ 5月 13日（火）・27日（火）
　　　　9：00～ 10：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
�対象／�18歳～54歳で、体重が男
　性 45�以上、女性 40�以上の健
　康な方�骨髄提供の内容を理解して
　いる方

　エイズ相談や抗体検査（採血）を匿
名で受けることができます。（要予約）
�日時／ 5月 13日（火）・27日（火）
　　　　10：00～ 12：00
�場所／県仙南保健福祉事務所 保健所棟
※電話での相談は随時行っています。

エイズ相談・抗体検査

■申 ■問  県仙南保健福祉事務所
　健康対策班　� 53-3121

　尺八で「荒城の月」を吹いて見ません

か？

�日時／5月22日（木）、24日（土）、29
　日（木）、31日（土）の計 4回
　13：30～ 16：00　※ 1回でも可能です

�場所／船迫公民館
�対象／初めての方、本格的趣味にとお考
　えの方など、どなたでも参加できます。

�募集人数／ 10人（先着順）
�受講料／無料　※尺八もお貸しします
�申込期限／ 5月 15日（木）

■申 ■問  大島　� 57-1381
　門間（村井総合事務所内）� 54-2143

　林光作曲日本語オペラ「森は生きてい

る」を昨年に引き続き再演。全幕 2時間

以上の超大作です。

�日時／ 5月 18日（日）14：00開演
�場所／えずこホール　※入場無料

■問  白石女子高等学校合唱部
　� 0224-25-2181

　船岡小学校の子どもたちの登下校を見

まもる活動に、あなたも参加してみませ

んか？子どもたちの下校時刻に合わせて、

自分の都合の良い時間と場所でできるボ

ランティア活動です。子どもたちが安心

して通学できる地域をつくりましょう。

参加いただける方には、ユニフォームを

貸与します（買取も可）。また、万一の際

に備えてボランティア保険に加入します。

■申 ■問  船岡小学校（大坪）　� 55-1064

　4月15日号で募集しました「一から始

める書道体験講座」ですが、開催期間・

開催日時が変更になりましたのでお知ら

せします。

�日時／毎月第 2水曜日
※5月のみ第 3水曜日とします

　　　　9：30～ 11：30

■申 ■問  槻木生涯学習センター
　� 56-1997

○関カラオケ教室関積さん（東船迫 1丁

　目）が、社会福祉資金として20,000円

　を寄付。

○槻木陸上スポーツ少年団さんが、槻木

　小学校陸上用品購入資金として

　200,000 円を寄付。

　★柴田球場

○宮城県高等学校野球連盟南部支部さん

　が、木製レーキを寄贈。

　★槻木生涯学習センター

○佐藤寿さん（西船迫 3丁目）が、図書

　を寄贈。

　★まちづくり推進課

○安藤ミツ子さん（本船迫字上町）が、

　柴田町交通指導隊旗を寄贈。

　★柴田児童館

○柴田児童館保護者会ふたば地域活動ク

　ラブさんが、放送機器を寄贈。

　★槻木保育所

○修了児保護者一同さんが、幼児用机を

　寄贈。

　★むつみ学園

○佐藤光男さん（蔵王町）が、ジョイン

　トパンチマットを寄贈。

　★西住児童館

○西住地域活動クラブさんが、三角鉄棒、

　鉄棒用マットを寄贈。

　★槻木小学校

○槻木陸上スポーツ少年団さんが、ユニ

　フォーム、ブルーシートなどを寄贈。

　不登校・引きこもり・ニートに対する

長年の指導経験から、回復事例を報告し

ます。参加費は無料です。

�日時／5月18日（日）13：30～16：30

�場所／仙台市民会館　第 2会議室

�報告内容／

　「生きる知恵を育てる・・・

　　　　　自信の先に見えて来るもの」

　ＮＰＯ法人ミヤギユースセンター

　代表　土佐昭一郎氏
※個別相談会も開催されます

■問  ＮＰＯ法人ミヤギユースセンター
　� 022-256-7977

　年金額は物価の伸びで改定され、4月

分（6月支給）より変更されることになっ

ていますが、平成 20年度の年金額につ

いては、平成 19年平均の全国消費者物

価指数に変動が無いため、据え置きとな

ります。

【国民年金（基礎年金）の年額】
○老齢基礎年金（満額のとき）

792,100 円

○障害基礎年金1級　　  　990,100円

　　　　　　　2級　　  　792,100円

○遺族基礎年金　　　　 　 792,100円

　子の加算額

　・2人目まで 1人につき

　　　　　　　　　 227,900 円

　・3人目以降 1人につき

　　　　　　　　　　 75,900 円

■問  宮城社会保険事務局大河原事務所
　� 51-3113

一から始める　　
　　書道体験講座

地域ボランティア

「船岡見まもり隊」募集

尺八基礎講座
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企画展「桜の中の美術祭」
　県内外の公募展などで入賞・入選している町内の芸術家の作品を展示します。

�日時／5月25日（日）まで（月曜日休館、月曜日が祝日の場合はその翌日）
�開館時間／9：00～16：30

�入場料／大人200円　高校生100円　小中学生50円（20人以上で団体割引有）

　緑豊かな船岡城址を借景に、各茶席で心安らぐひとときをお過ごしください。

�日時／5月18日（日）9：00～15：00
�茶券／前売券1,500円（3席濃茶席含む）、800円（2席薄茶席のみ）

　　　　当日券500円（1席薄茶席のみ）

　如心庵：伊藤宗竹社中（表千家）濃茶席　　広間：森宗美社中（裏千家）薄茶席

　立礼：高橋宗喜社中（裏千家）薄茶席

�日時／5月10日（土）、24日（土）9：30～11：00
�内容／トンボ玉を3個作り、うち1個をキーホルダーに仕上げます。

�参加費／600円　　　　�協力／柴田町トンボ玉愛好会

しばた茶会

　町内歯科医により「妊婦と産まれてくるお子さんの歯の健康づくり」を目的に無料

で歯科健診などを行います。

�開催日／ 5月 16日（金）　　　　�受付時間／9：30～ 9：50

�場所／保健センター1階

�内容／○歯科健診（無料）　○簡単に作れるおやつの試食　○妊婦と産まれてくるお

　子さんの歯の健康について　ほか

�募集人数／妊婦15人（先着順）　　　　

�持ち物／母子健康手帳

�申込期限／5月 9日（金）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

　町は平成18年に財政が危機的な状況となったことから、現状を打開し再建団体へ

の転落を回避するため財政再建に取り組んでいます。健全な財政を取り戻すためには

住民に情報を公開し、共有を図りながら町づくりを推進することが第一歩であると考

えました。そこで、平成19年度から町の予算や仕事の具体的内容を住民にお知らせ

するため「よくわかる町の仕事と予算」の冊子を作成して全戸配布しました。平成20

年度においても、さらに内容を充実した冊子を作成する予定です。その予算書への団

体の広告掲載（協賛）を募集します。詳しくはお問い合わせください。

�掲載料金／10,000 円　　　　�申込期限／5月 13日（火）

■申 ■問  企画財政課　� 54-2111

にこにこ妊婦  歯っぴータイム

住民向け予算説明書「よくわかる町の仕事と予算」
広告掲載（協賛）募集

5 月のトンボ玉体験会
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健康を守る行事（実施場所／保健センター）

※ 1 歳 6か月児健康診査、2歳児歯科健康診査、3歳 6か月児健康診査を受ける方は、歯ブラシとタオルをお持ちください。
※ 成人健康相談のある方はご連絡ください。

休日急患当番医（診療時間／9:00～ 17:00）

受付時間担当医師（変更あり）対　　象　　者事　業　内　容月  日
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

5/7（水）
12:45 ～ 13:15板野先生平成 19年 12月生まれの方4か月児健康診査

12:45 ～ 13:15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）8（木）
12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、大友先生平成 18年 10月生まれの方1歳 6か月児健康診査9（金）

  9:15 ～   9:45平成 19年 5月生まれの方1歳お誕生相談
（計測、栄養、歯みがきなど）13（火）

  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付
14（水）

13:00 ～ 15:00本多（修）先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談

12:45 ～ 13:15乾先生平成 18年 1月生まれの方2歳児歯科健康診査20（火）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

21（水）
12:45 ～ 13:15板野先生、和野先生平成 16年 11月生まれの方3歳 6か月児健康診査

  9:00 ～ 10:00乳児、幼児乳幼児相談（子育てなんでも相談）23（金）

  9:00 ～ 10:00食生活が心配な方および家族食事相談（糖尿病、肥満、高脂血症など）
（要予約）26（月）

12:45 ～ 13:15玉渕先生3か月児から 5か月児ＢＣＧ予防接種（要予約）27（火）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付28（水）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

6/4（水）
12:45 ～ 13:15阿部先生平成 20年 1月生まれの方4か月児健康診査

12:45 ～ 13:15本多（愛）先生、佐藤（郁）先生平成 18年 11月生まれの方1歳 6か月児健康診査6（金）
  9:00 ～ 10:00妊婦母子健康手帳交付

11（水）
13:00 ～ 15:00本多（修）先生精神的に悩みのある方および家族心の健康相談

歯　　　　　　　科外　　　　　　　科内　　　　　　　科月日
83-2061村　田吉田歯科医院83-2172村　田善積医院57-2310船　岡しばた協同クリニック5/3

84-2266川　崎山家歯科クリニック57-1231船　岡高沢外科・胃腸科83-2445村　田中核病院村田診療所4

52-3900大河原さくら歯科51-5500大河原みやぎ県南中核病院54-2316船　岡村川医院5

52-1563大河原もり歯科クリニック54-1034船　岡船岡今野病院83-5503村　田町南診療所6

55-0970船　岡船岡中央歯科医院56-1451槻　木乾医院53-5151大河原さくら内科消化器科11

57-1711船　岡玉野井歯科医院54-1034船　岡船岡今野病院57-2310船　岡しばた協同クリニック18

84-4851川　崎西村歯科医院51-5500大河原みやぎ県南中核病院52-1058大河原日下内科医院25

52-1080大河原はせ歯科医院55-4103船　岡宮上クリニック55-1702船　岡太田内科6/1

55-4025船　岡歯科ヒライ56-1441槻　木大沼胃腸科外科産婦人科52-1123大河原安藤医院8

　食生活改善推進員の養成講座として、ふれ

あい教室を開催します。

�日時／7月～3月（計7回）9：30～14：00
�場所／保健センター　2階
�内容／健康講話、運動実技、調理実習
�募集人数／ 25人（先着順）
�参加費／無料（材料費実費負担）

■申 ■問  健康福祉課　� 55-2160

ふれあい教室生募集
　平成20年度から平成24年度までの5年間、中学1年生に相当する年齢の方（3

期）と高校 3年生に相当する年齢の方（4期）に麻しん風しん予防接種を実施し

ます。3期・4期の対象となる方には、すでに個別に実施通知を送付しましたが、

3月末以降に転入された方で、上記の要件に該当する方はご連絡ください。実施

期間は平成21年 3月 31日までの 1年間ですが、麻しん風しんの発生予防とま

ん延防止、また早期に免疫を獲得するためにも、なるべく6月までに予防接種を

受けましょう。

■問  健康福祉課　� 55-2160
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