
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ます。健診日の 1

週間前までに通知が届かない場合は、保健セ
ンターへご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日

3　～　4　か月児健診 平成26年 2 月生 6月18日㈬

9 ～ 10か月児健診 平成25年 8 月生 6月17日㈫

1歳6か月児健診 平成24年11月生 6月 4 日㈬

3歳児健診 平成23年 1 月生 6月25日㈬

乳幼児健診

☎ 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 ）

　妊娠初期の風しん感染を防止するため、風しん予防接
種費用の一部助成をします。
接種・受付期間　平成 26年 4月1日～平成 27年 3月31日
対象者　�（１）19歳～49歳までの妊娠を希望している女性
　　　　（２）妊婦の夫
　　　　�上記（１）または（２）に該当し、風しんにかかったこ

とがなく、かつ風しん予防接種を受けたことがない方。
　　　　�（風しん抗体検査の数値が低い方はお問合せくだ

さい。）
助成額　�3,000円（１回限り）
　　　　※ただし、生活保護受給世帯は全額助成。
申請方法　�医療機関で接種（全額自己負担）した後、健

康支援課（保健センター）に必要書類（風しん
予防接種が確認できる書類、領収書等）、印
鑑を持参し申請してください。

　　　　　※郵送の場合は、事前にお問い合わせください。

風しん予防接種の費用助成

　仲間に出会い、一人だけじゃないと思える
ことは大きな励みです。
日時　５月 30日㈮午後１時～４時
場所　杉戸町生涯学習センター　集会室１・２
対象　がん患者（がん全般）
問合せ　がん患者会シャローム
　　　　専用携帯　090（4535）9198

がん患者の集い

対象　�杉戸町に住民登録のある満 65歳以上の方で、本
人が接種を希望し、①または②に該当する方

　　　①初めて高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種する方
　　　②�高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後、5年以上経

過している方
申込方法��保健センターに申込み（窓口または電話）、予診

票の交付を受け、委託医療機関で接種します。
期日　９月末まで
　　　※10月以降、対象者等の変更を予定しています。
　　　（対象者から外れる方もいます）
接種費用��自己負担額 5,000 円
　　　����（接種費用 8,000 円のうち 3,000 円を町負担）
その他　・�償還払い（払い戻し）はありませんので、

必ず予診票の交付を受けてから接種してくだ
さい。

　　　　・�生活保護受給者・中国残留邦人は接種費用が
免除になります。

高齢者用肺炎球菌
ワクチン接種の費用助成

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）は、食生活を通じた
健康づくりを広めるボランティアです。料理初心者の男性
も一緒に、体によい食事作りを学びませんか。
日時　�6 月 16 日㈪ 9時 30 分～ 13 時 30 分
場所　保健センター 2階�調理実習室
費用　300 円　　定員 ���25 名
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具、
　　　　かかとのある室内履き
主催　食生活改善推進員協議会�����������������
申込　6月 9日㈪までに電話で保健センターへ
　　　※ 17時以降　佐藤　☎（32）3539

ヘルスメイトの男性料理教室
～パッと簡単！季節の野菜メニュー～

　国民年金は、老後を迎えたときの所得保障の柱として、全員が年金を受けられるようにつくられた公的年金制度で
す。生活の基礎となる年金なので「基礎年金」ともいいます。
　この国民年金は、国籍・職業を問わず、日本に住む 20 歳から 60 歳までのすべての方が必ず加入します。また、
国民年金は、加入する方の職業などによって、次の 3 種類に分かれます。

20歳から60歳までみんなが加入！
そう、それが「国民年金」です。

　また、日本に住む外国人の方も、必ず国民年金に加入することになります。これは、国民年金が老後の年金だけで
はなく、生活保障としての障がいや死亡といった不慮の事故に対する生活保障も行っているからです。なお、短期間滞
在のため年金を受けずに帰国する場合、6ヶ月以上の保険料納付期間がある方は､帰国後に脱退一時金が支給されます。
　就職や退職、結婚などにより加入の種類が変わったときは、その都度の届出が必要です。届出が遅れると、将来の
年金が減ったり受けられなくなったり、万が一のときの障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
将来のため、届出は忘れないようにしましょう。

町民課�国民年金担当
内線 253・453

問合せ

・第 1 号被保険者　自営業者、農業者、学生、フリーター、無職の方など
・第 2 号被保険者　会社員、公務員（厚生年金や共済組合に加入している方）
・第 3 号被保険者　第 2号被保険者の被扶養配偶者として認定された配偶者

後期高齢者医療保険に加入の皆様へ  健康診査についてお知らせします
■人間ドック補助、保養所等助成
人間ドック補助　人間ドックを受けた方に対して、
年度内 1回 3万円を上限に補助します。医療機関の
指定はありません。年に 1回は人間ドックを受けて、
病気の早期発見・早期治療に努めましょう。
保養所等利用助成　契約保養所等に宿泊する場合、1
泊 2千円を年度内 2泊まで助成します。疲労回復に
ご利用ください。

※�年度内とは、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3
月 31 日までです。
※�国民健康保険に加入していた期間に、人間ドック
補助や保養所等の利用助成を受けた方は、年度内
に重複して補助は受けられません。
※�いずれの場合も、後期高齢者医療保険証をお持ち
の方で、保険料の未納がない方が対象です。

  保険料は納期限内に納付しましょう。町民課�医療担当　内線 259・456問合せ

国 保 コーナー 国保マスコット
「健康まもるくん」

町民課�国民健康保険担当
内線 257・252

問合せ

１　国保をやめるとき
 転出　他の市区町村に転出した日の翌日、またはその日　　　　　��加入　職場の健康保険などへ加入した日の翌日
 死亡　死亡した日の翌日　　生活保護　生活保護を受け始めた日　�移行　後期高齢者医療制度に移行した日　
※75歳になって移行するときの届出は不要
２　脱退の届出が遅れると
　資格がなくなったにもかかわらず、そのまま国民健康保険の保険証で診療を受けた
場合は、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
３　転出した場合でも
・�入院、入所または入居中の被保険者の特例制度（住所地特例）／特定の福祉施設への入所や長期入院などの事情に
よって住所を他市区町村へ移す場合は、移動前の市区町村の国民健康保険を継続します。
・�修学中の被保険者の特例制度（マル学制度）／修学の学生で、住所を移しても親元からの仕送り等で独自に生計を立
てていない場合は、親元の市区町村の国民健康保険に加入します。在学を証明する書類（学生証等）を持参し、町民
課国民健康保険担当へ申請ください。更新には、毎年申請が必要です。また、修学を終了したら届出が必要となります。

国民健康保険の脱退の届出について 国民健康保険を脱退するときには、14日以内に届出が必要です。

　特定健康診査の受診案内および受診券を、5月下旬から6月上旬にかけて発送します。国民健康保険加入者（40
歳から 74 歳）の皆様の、積極的な受診をお願いします。

平成26年度 特定健康診査受診券等の送付について

　転倒予防や健康づくりのための、簡単な筋力トレーニン
グマシン利用方法を学ぶ講習会です。修了後は、自主トレー
ニングで元気に過ごせる体づくりができます。
日時　6月 26 日㈭ 10 時～ 11 時 30 分
場所　すぎとピア　ふるさと元気村
対象　町内在住の 60歳以上の方
　　　※ただし要支援・要介護認定を
　　　　受けている方を除く
定員　10名 ( 先着順 )
申込　電話で保健センターへ（申込書を郵送します）

筋力トレーニング講習会 (60 歳以上対象 )
対
象 事 業

す
ぎと

対
象 事 業

健　康
マイスター
健　康
マイスター

1．高齢者は上手にエアコンを
　　室内でも、熱中症になることがあります。
2．暑くなる日は要注意
　　�猛暑のときは、エアコンの効いた室内など涼しい
ところに避難しましょう。

3．水分・塩分こまめに補給
　　のどが渇く前に水分を補給しましょう。
　　�アルコールは体内の水分を出してしまうので、水
分補給にはならず、逆に危険です！

4．「おかしい！？」と思ったら病院へ
5．周りの人にも気配りを
　　�声を掛け合い、周りの人の体調にも配慮しましょう。
（埼玉県・埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター、
さいたま市立病院救急科作成「熱中症予防５つのポイント」より）

実は５月も要注意！

～熱中症予防５つのポイント～
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