
7　2020年（令和 2年）5月 25日号

　40歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の
節目年齢の人を対象に歯周疾患検診を実施し
ています（対象者には受診券付はがきを郵送
済です）。
検診実施期限　10月31日土まで
◎実施場所など詳しくは、郵送したはがきを
　ご覧ください。

 健康・子育て支援室　  63‐6970

歯周疾患の早期発見・予防のために
「歯周疾患検診」を受診しよう

40歳
50歳
55歳
60歳
65歳
70歳

昭和55年4月1日～昭和56年3月31日
昭和45年4月1日～昭和46年3月31日
昭和40年4月1日～昭和41年3月31日
昭和35年4月1日～昭和36年3月31日
昭和30年4月1日～昭和31年3月31日
昭和25年4月1日～昭和26年3月31日

年齢 生年月日

令和 2年度歯周疾患検診対象者

6月 4日～10日「歯と口の健康週間」
歯科健診を定期的に受けよう

　食べ物をしっかり噛
か

んで味わいながら食べ、
栄養を摂り入れることは、生きる活力につなが
ります。健康な歯・口を保ち続けるためには、
自分で行う歯みがきなどの「セルフケア」に、
歯科で受ける「プロケア」を加えることをおす
すめします。
◎例年行ってきた「親と子のよい歯のコンクー
ル」は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策
により中止します。

 健康・子育て支援室　   63‐6970

伊賀地域二次救急実施病院

6月  医療福祉総務室
　　 63‐7579

◎受け入れ対象は、重症患者です。実施日以外は救急
受け入れを行いません。

◎重症患者が重なるときは、受け入れできない場合
があります。

■名張市立病院小児救急医療センターでは、24 時間
365 日小児二次救急の対応をしています。受入対
象は重症患者です。けがおよび交通事故などの外科
系疾患は除きます。

■かかりつけ医へ早めの受診を心掛けましょう。

◆平日…午後 5時～翌日午前 8時 45分
◆土・日曜日、祝日…午前 8時 45分～
翌日午前 8時 45分
※ただし、岡波総合病院は、月曜日…午
後5時～翌日午前9時／第2・4日曜日、
祝日…午前 9時～翌日午前 8時 45分
◆平日昼間午前8時45分～午後5時は、
名張市立病院で二次救急を実施

☆みえ子ども医療ダイヤル（ ＃
シャープ

8000）…子どもの急病
やケガの無料相談（毎日午後7時30分～翌日午前8時）
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◆救急車での搬送以外は必ず事前にご連絡ください。
名…名張市立病院（ 61‐1100）
上…上野総合市民病院（ 24‐1111）
岡…岡波総合病院（ 21‐3135）

実施時間帯

☆三重県救急医療情報センターコールセンター（ 059‐
229-1199）…24時間体制で受診可能な医療機関を紹介

1歳6か月児健診

7月7日火・14日火

6月2日火・9日火

3歳6か月児健診

7月21日火・28日火

6月16日火・23日火

離乳食教室
　6月3日水 午後2時～3時30分　※要予約
★ 乳幼児健康相談（同日 午前9時30分～11時受付）

 健康・子育て支援室   63‐6970

保　  健センター（朝日町）での　
 親子すくすく行事

● 平成30年11月生

● 平成30年12月生

● 平成28年12月生

● 平成29年1月生

助産師による母乳・育児相談
助産師による予約制の個別相談　※要予約
　6月12日金・26日金 午前10時～
　6月5日金・19日金 午後1時30分～
◎希望の人は健康・子育て支援室(  63‐6970 )
　までお問い合わせください。

開館時間　午前9時 
 30分～午後5時

※日・月曜日、祝日は　　
休館いずれも参加無料
▼はじめて広場
　6月12日金 午前10時30分～
　かがやきを利用したこと
がない人は、お気軽にご
参加ください。
▼サタパパ広場(午前10時45分～11時30分)
　6月6日土 「さつま芋の苗植え体験」
◎密集・密接・密閉を避けるなど、新型コ
ロナウイルス感染症対策を徹底します。

 こども支援センターかがやき
　　（桔梗が丘西 3）　 67‐0250

こども支援センター かがやき催物

上中 結
ゆいな

衣那ちゃん
　　 陽

ひなの

菜乃ちゃん
 （さつき台在住）

かがやきかがやき
   大好き！   大好き！

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の
定期接種対象者について

接種期限　令和 3年 3月 31日
自己負担金　3,000 円 (助成券が必要です )
対象者　下表に該当する人で、過去に一度も「23 価
肺炎球菌ワクチン」の接種を受けたことがない人

65歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
70歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
75歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日
80歳 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日
85歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日
90歳 昭和  5年4月2日～昭和  6年4月1日
95歳 大正14年4月2日～大正15年4月1日

  100歳 大正  9年4月2日～大正10年4月1日
【その他の対象】接種時に60歳以上65歳未満の人で　
▼心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活
  活動が極度に制限される程度の障害のある人　
▼HIVによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な
  程度の障害のある人

対象年齢 生年月日

※70 歳以上の上記対象者で、接種を希望する人
　は「助成券」が必要です。事前に問合せ先　
　へ電話などでお申し込みください。「助成券」
　がないと助成が受けられません。
 健康・子育て支援室　  63‐6970

◎救急車の適正利用をお願いします。

　妊娠中は口の中の環境が変わり、トラブルが起
こりやすくなります。症状が出る前に歯科健
診を受けましょう。受診券に記載の歯科医療
機関で妊娠中に１回無料で受診できます。

　持ち物　母子健康手帳、妊婦歯科健診受診券

妊娠中こそ「歯科健診」

成人式はどうなる！？

令和4年 4月から、成年年齢が
20歳から18歳に引き下げ

名張市では、従来どおり、
20歳を対象に、式典を開催予定A

Q

　民法改正（令和4年４月１日施行）により、
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます
が、従来どおり、20歳を対象に、式典【（仮
称）二十歳（はたち）のつどい】を、「成人
の日の前日の日曜日」に開催します。
　これは、18歳の多くが高校３年生で、将来
の進路に関わる大切な時期であり、また、酒や
たばこに関する年齢制限など、18歳で全ての
権利が現在の成人と同等に認められるわけでは
なく、20歳は引き続き重要な節目と考えられ
るためです。なお、
参加対象者には、対
象の年度に案内はが
きを発送します。

　掲載の行事などは、新型コロナウイルス感染症対策のため、中止や延期をしたり、内容を変更したりする場合があります。
　事前にお問い合わせいただくか、主催者のホームページなどをご確認ください。

掲載内容は5月14日時点の情報です

  文化生涯学習室 　  63‐7892

　音訳ボランティアのご協力により、「広報
なばり」の音訳ＣＤを作成しています。ＣＤ
貸出希望者は、障害福祉室（  63‐7591
／  63‐4629）ヘご連絡ください。
※音訳の内容は市ホームページでもお聴き
　いただけます。

「広報なばり」を音訳してお届けします


