
☎�0480�(34)�1188
お子様の用事でお越しになる際は母子健康手帳をお持ちください保　 健 保健センター���
（ 健 康 支 援 課 ）

受付時間　13時～ 13時30分
持ち物　 母子健康手帳、バスタオル（3歳児健診は母子

健康手帳のみ）
※ 対象児には個別通知があり。健診日の1週間前までに

通知が届かない場合はご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日
3 〜 4か月児健診 平成30年1月生 5月23日㈬
9 〜 10か月児健診 平成29年7月生 5月22日㈫
1歳6か月児健診 平成28年10月生 5月9日㈬

3歳児健診 平成26年12月生 5月30日㈬

乳幼児健診

日時　4月24日㈫　9時50分～ 12時
定員　15組（申込順）
内容　 乳食の進め方、5 ～ 8か月頃の離乳食の調理・

試食　※試食は大人のみ
持ち物　 エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、米大

さじ1、上履き、母子手帳、おぶいひも、おむ
つ、タオル

申込　4月17日㈫までに電話で保健センターへ

カンタン離乳食教室

対象者　平成30年度に、以下に該当する方
1．各年齢となる方（誕生日前でも接種可）

65歳 昭和28年4月2日生～昭和29年4月1日生
70歳 昭和23年4月2日生～昭和24年4月1日生
75歳 昭和18年4月2日生～昭和19年4月1日生
80歳 昭和13年4月2日生～昭和14年4月1日生
85歳 昭和 8年4月2日生～昭和 9年4月1日生
90歳 昭和 3年4月2日生～昭和 4年4月1日生
95歳 大正12年4月2日生～大正13年4月1日生
100歳 大正7年4月2日生～大正 8年4月1日生

平成30年度高齢者用肺炎球菌ワクチン接種

2． 60歳～ 65歳未満で、心臓、腎臓若しくは呼吸器の
機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障がいを有する方（一定の基準有・医師の診断書等
が必要）

※6月22日㈮は、保育があります（要予約）
※ 上記以外の日程もあります。詳細は、各世帯に配布

している年間計画表「げんきになるゾウ～！」をご
覧ください。

申込期間　4月19日㈭～ 5月31日㈭
申込方法　 保健センターへ電話または窓口へ（9時～

16時・申込順）

骨粗しょう症・乳がん・子宮頸がん検診
4月19日㈭より申込開始します！

接種期間　平成30年4月1日～平成31年3月31日
接種手順
　① 接種希望者は、事前に保健センターに申込み、予診票

の交付を受ける。（電話可）
　② 契約医療機関に接種を予約し、保健センターで交付さ

れた予診票・接種費用・健康保険証を持参し、高齢者
用肺炎球菌ワクチンを1回接種する。

接種費用　自己負担額5,000円
　　　　　※生活保護受給者・中国残留邦人は費用免除
注意事項
● 過去に高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことが

ある方は対象外です。（自費接種を含む）
●  平成31年度からは65歳の方のみ定期接種の対象となる

予定です。（5歳刻みの経過措置は終了します。）
● 補助は、生涯1回のみです。問合せ 人権・男女共同参画推進課　内線217　／　社会教育課　内線482

えせ同和行為を排除しましょう　▶埼葛えせ同和行為対策強化月間
　本町を含む埼葛12市町では、毎年4月を「埼葛えせ同和行為対策強化月間」と定め、同和問題の解決の妨げ
となっている「えせ同和行為」の排除を呼びかけています。

　同和問題の解決を口実に、個人、企
業、行政機関などに対して「図書等物
品購入の強要」や「寄付金・賛助金の
強要」など、不法・不当な行為や要求
をすることです。
　このような行為は、要求を受けた人
が被害に遭うだけでなく、同和問題に
対する誤った認識を植えつけ、新たな
偏見や差別意識を生む要因となりま
す。同和問題解決のために多くの人々
が積み重ねてきた人権教育や啓発活動
の成果を覆す許されない行為です。

　えせ同和行為の要求に応じる義務はありません。終始、き然とし
た態度で断固拒否し、えせ同和行為を排除しましょう。その場しの
ぎの安易な対応は、かえって相手につけ込まれ、結果として、同和
問題の解決を遅らせることにもなります。
※ 同和問題とは…「同和地区に住んでいる」あるいは「同和地区に生ま

れた」という理由で、結婚や就職、日常生活などの面で差別を受け、
基本的人権が侵害されるという、日本の歴史の中で生み出され、現在
もなお存在する我が国固有の重大な人権問題です。（「部落問題」「部落
差別」などとも言われます。）平成28年12月16日「部落差別の解消の
推進に関する法律」が施行され、埼葛12市町では同法律を踏まえ、同
和問題の解決に向けて、引き続き連携しながら、人権教育・啓発活動
を推進しています。

「えせ同和行為」とは… えせ同和行為は断固拒否しましょう

私は、振り込め詐欺にだまされない
　平成30年1月末現在、県内の振り込め詐欺被害認知件数は93件（前年同期と比べ＋39件）と、
平成23年以降で最多となっています。電話が自宅にかかってきた場合に備えて、在宅中でも
留守番電話設定にしたり、電話番号通知サービスで相手先の確認をしましょう。警告・
通話録音機能のある電話機や装置を設置するとさらに効果的です。
　いま一度、ご家族間で確認し合って詐欺の被害にあわないようにしてください。

こんな手口にもご注意を！
「キャッシュカードを預かります」は詐欺です！

　県内では、町職員や銀行員を装った犯人にキャッシュカー
ドをだまし取られ、現金を引き出させる被害が発生しています。
「キャッシュカード」「還付金」「ATM」というキーワード
が出てきた場合は、絶対に信用せず、すぐに警察（110番）
に通報してください。

けいさつ総合相談センター
＃9110　もご利用ください

杉戸警察署　生活安全課
☎（33）0110
杉戸町役場　くらし安全課
交通・防犯担当　内線284

問合せ

※県ホームページの振り込め
詐欺対策用留守番電話録音用
メッセージ（音声データ・テ
キスト）もご活用ください。

実施日 6月21日㈭・22日㈮
午前・午後 午　　後

検診の種類 骨粗しょう症 乳がん 子宮頸がん

対　象 20歳以上
の女性

40歳以上で
偶数月生まれ

の女性

20歳以上で
偶数月生まれ

の女性

内　容 超音波による
骨密度測定

視触診
乳房X線検査

（マンモグラフィ）
子宮頸部の

細胞検査・内診
費　用 300円 1,200円 600円
会　場 保健センター

久喜市 -Kuki City-
鷲宮地区コミュニティ祭り
日時　5月13日㈰　10時～ 15時
場所　鷲宮総合支所庁舎駐車場、コミュニティ広場
内容　 フリーマーケット、食べ物味自慢、遊びチャレン

ジ、スタンプラリー、大抽選会、フワフワ、ゲス
トステージ、地震体験車、吹奏楽演奏　等

問合せ　 鷲宮地区コミュニティ祭り実行員会事務局（生
活安全課鷲宮市民生活係内）　☎（58）1111

蓮田市 -Hasuda City-
第10回ふるさと水辺ウオーク
日時　5月13日㈰　9時～（受付8時30分～）
場所　パルシー多目的広場（スタート･ゴール）
内容　 蓮田をみんなで歩く1000人ウオーク。約4・

6・9kmの3コースあり。ゴール後、焼きそば・
豚汁のサービスや、お楽しみ抽選会あり。

費用　200円
問合せ　蓮田コミュニティづくり推進協議会事務局
　　　　☎048（768）3111　内線227

幸手市 -Satte City-
第18回幸手あじさいまつり
日時　6月上旬～ 7月上旬（予定）
場所　県営権現堂公園幸手桜堤
内容　 NPO法人幸手権現堂桜堤保存会の方々が植栽し

た100種16000株ものあじさいが咲き誇る。期間
中は、峠の茶屋が毎日営業。保存会が、堤や植栽
の歴史や、あじさいの種類や桜についてご案内。

問合せ　権現堂公園管理事務所　☎（44）0873

宮代町 -Miyashiro Town-
企画展「古文書に見る人々の暮らし③ 弘化3年の水害」
日時　5月6日㈰まで　9時30分～ 16時30分
　　　※月曜日、5月1日㈫は休館
場所　宮代町郷土資料館　1階特別展示室
内容　 弘化3年に起きた水害に関する古文書を紹介。

歴史を一緒に読み解きます。
問合せ　宮代町郷土資料館　☎（34）8882

田園都市づくり協議会(杉戸町を含む4市2町)のイベント
情報を掲載しています。お気軽にお出かけください。

となりまちへ行こう！

　
白岡市 -Shiraoka City-
オープンガーデン白岡
内容　 4月21日㈯・22日㈰、5月12日㈯・13日㈰　
　　　10時～ 16時
場所　市内個人の庭園（約20園）
内容　 花や緑で彩られた庭園を一般公開。見学前に

白岡市観光協会、白岡市役所商工観光課で4
月から配布するガイドマップを

　　　ご覧ください。
問合せ　白岡市観光協会　☎（92）8151
 協会サイト▶
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