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保健の掲示板
7月16日から8月15日まで

７月18日 月【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：金田保健センター /受付：13:30 ～ 15:30
７月25日 火【ポリオ（小児マヒ）予防接種】
３か月～１８か月児を対象 (90 か月未満まで接種可）
会場：方城保健センター / 受付：13:20 ～ 14:20
７月26日 水【３歳児健診】
３歳～３歳１か月児を対象（個人通知します）
会場 : コスモス保健センター / 受付 :13:00 ～ 14:00
７月27日 木【もぐもぐ教室（要予約）】
４か月～１０か月児を対象にした離乳食教室
会場 : コスモス保健センター / 受付 :10:30 ～ 12:00
７月27日 木【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：方城保健センター / 受付：9:30 ～ 11:30
８月２日 水【７～８か月児健診】
生後７～８か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター / 受付：13:00 ～ 14:00
８月３日 木【よちよち教室】
１歳児を対象（個人通知します）にした育児教室
会場：コスモス保健センター / 受付：9:30 ～ 10:30
８月９日 水【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：コスモス保健センター / 受付：9:30 ～ 11:30
８月９日 水【乳幼児相談】
２か月児、身体計測・育児相談等希望者を対象（２か
月児は個人通知します）
会場：コスモス保健センター / 受付：10:00 ～ 11:00
８月９日 水【３歳児健診】＊日程を追加しています
３歳～３歳１か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター / 受付：13:00 ～ 14:00
８月11日 金【４～５か月児健診】
生後４～５か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター /受付：13:00 ～ 14:00

コスモス保健センター  ☎ 28-9500
金田保健センター　　　☎ 49-7080
方城保健センター　　　☎ 22-5101

☞ 金田保健センター会場の総合健診結果説明会のご案内
開催日・会場：７月30日 日・31日 月 金田保健センター
受付時間は、健診当日にご案内した時間におこしください。
☞ コスモス健診センター８月受診希望者の申し込み受付中
直接、コスモス健診センター ☎ 28-5512まで
電話でお申し込みください。
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平成10年10月1日以降に生まれたお子さんをお持ちの保護者のかたへ

⑤「麻しん」と「風しん」の単
　独ワクチン両方を接種した人
⑥「麻しん風しん混合ワクチン」
　を接種した人
▶⑤・⑥のかたは、幼稚園や保
　育園の年長さんになってから
　第Ⅱ期の「麻しん風しん混合
　ワクチン」を接種しましょう。
　⇒【※ ❶】
⑦ ２歳まで（誕生日の前日まで）
　で「麻しん」か「風しん」の
　片方のみ接種した人
▶⑦のかたは「方城保健セン
　ター」までご相談ください。
　⇒【※ ❷】
⑧ ２歳まで（誕生日の前日まで）
　で「麻しん」、「風しん」、
　「麻しん風しん混合ワクチン」
　のどれも接種していない人
▶第Ⅰ期の「麻しん風しん混合
　ワクチン」を接種しましょう。
　⇒【※ ❶】
⑨ ２歳以降（誕生日の日から）
　で「麻しん」か「風しん」の
　片方のみ接種した人　　　　
⑩ ２歳以降（誕生日の日から）
　で「麻しん」、「風しん」、
　「麻しん風しん混合ワクチン」
　のどれも接種していない人
▶⑨・⑩のかたは「方城保健セ
　ンター」までご相談ください。
　⇒【※ ❷】

⑪ 以下のスケジュールで接種
　 しましょう。
▶第Ⅰ期：１歳の誕生日の日か
　ら２歳の誕生日の前日までに
　「麻しん風しん混合ワクチン」
　を接種しましょう。⇒【※ ❶】
▶第Ⅱ期：幼稚園や保育園の年
　長さんになってから、「麻しん
　風しん混合ワクチン」を接種
　しましょう。

　②、③、④、⑦、⑨、⑩に
該当するかたは「方城保健セン
ター」☎ 22-5101まで、ご相
談ください。　

▶平成18年 6月２日に「予防接種法
　施行令の一部を改正する政令・省
　令」が再改正（同日施行）されて
　次のようにかわりました。
▶お子さんの生年月日と接種状況を
　確認し、麻しん（はしか）や風し
　ん（三日はしか）にかからなくて
　すむように、予防しましょう。

保健師だより

　

①「麻しん」と「風しん」の単
　独ワクチン両方を接種した人
▶幼稚園や保育園の年長さん　
　（平成12年４月２日～
　 平成13年４月1日生まれ）
　は、第Ⅱ期の「麻しん風しん
　混合ワクチン」を接種しましょ
　う。⇒【※ ❶】
▶平成13年 4月２日～平成16
　年３月31日生まれの人は、年
　長さんになってから第二期の
　「麻しん風しん混合ワクチン」
　を接種しましょう。
②「麻しん」のみ接種して
　 「風しん」を接種していない人
③「風しん」のみ接種して
　 「麻しん」を接種していない人
④「麻しん」も「風しん」も
　 接種していない人
▶②・③・④のかたは「方城保
　健センター」までご相談くだ
　さい。⇒【※ ❷】

 H10年10月1日～
H16年３月31日　
までに生まれた人

H17年4月以降
に生まれた人

麻しんと風しんの
予防接種が
変わりました

▶なお、今までの接種状況がわからない
　かたや受け方についての詳しい説明は
　お気軽にお問い合わせください。

問 方城保健センター ☎ 22-5101
　予防接種担当　永田まで

　①、⑤、⑥、⑧、⑪に該当す
るかたは、下記の町内協力医療
機関で予約申し込みをして接種
するようにしましょう。

▶方城診療所　☎22-0242
予約日：月～金の14:00~16:30
接種日：月曜日の13:30~14:30

▶コスモス診療所  ☎ 28-2082
予約日：月～金の10:00~17:00
接種日：水曜日の13:30~14:30

パノラマたがわ（田川市郡のイベント情報）

【添田町】新ちゃんのお笑い人権講座
　　　　 ～笑顔でくらす、願いに生きる～　
　　　　 ７月25日 火 19時開演
　　     （オークホール）
　　　　 出演 :「人権落語」露の新治さん
　　　　 入場料 :無料
【川崎町】落語で考える身のまわりの人権
  7月25日 火 19時 30分開演
　　     （川崎町勤労青少年ホーム）
　　　　 出演 :吉田大作さん
　　　　 入場料 :無料
  戸谷自然ふれあいの森キャンプ場オープン
　          開園期間 :７月～９月
  ( バンガロー１棟7,000円など）
 ※ あらかじめ電話で予約状況を確認ください
　　　　問 農林商工課 ☎ 72-3000（内線225）
             

編集後記

▶次は川でいこう。創刊号の山に続き、迷いなく特集タ

イトルを決めた。でもこの川、実に奥が深い。話をうか

がい、身近にある生態系の小宇宙にうなずくことしきり

だった。福智山がない町も想像できないが、彦山川がな

い福智町もあり得ない。杜甫は「国破れて山河あり」と詠っ

たが、現代は環境汚染が進み「山河なし」の状態になり

かねない。「心の山河」はいつまでも大切にしたい。（長野）

▶夜の川面を乱舞する螢の光は見ているだけで、とても

幻想的な気持ちにさせてくれました。この時期だけの螢

狩りっていいものですね。さて、梅雨が明ければ夏本番。

海や山へと出かける機会が増えるのではないでしょうか。

身近な水の大切さ、ちょっと気にしてみませんか。（鉄谷）

Event

おさめて安心（７月の税納期限）

■ 国民健康保険税  １期  ７月３１日月 が納期限です。
■ 固定資産税　　  ２期  ７月３１日月 が納期限です。
　  ※  納期を過ぎますと100円の督促手数料が加算されます。

Tax

ひとのうごき（福智町の人口）

■ 人口：26,285 人（前月比－ 15人・前年比－ 41人）
　 男性：12,459 人／女性：13,826 人
　（転入 59 人・転出 68 人・出生 19 人・死亡 29 人）
■ 世帯：10,902 世帯（前月比＋34世帯）
　 ※平成 18年 5月末現在（住民基本台帳人口）

Population

 H16年４月１日～
H17年３月31日
までに生まれた人

【※ ❶】

【※ ❷】


