
「ダメ。ゼッタイ。」
6月20日～ 7月19日�普及運動実施期間

　麻薬・覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの薬物乱用は、
個人の問題にとどまらず、社会全体に計り知れない危
害をもたらします。
　薬物乱用は自分の人生だけでなく、家族や友人の人
生までも狂わせてしまいます。「ちょっとなら…。」と
いった甘い考えは命取りです。薬物乱用は１回でも「ダ
メ。ゼッタイ。」
　薬物乱用のない社会を実現するためには、県民の皆
さんの薬物乱用防止に対する正しい理解が必要です。
　県では、「彩の国さいたま『ダメ。ゼッタイ。』普及
運動」として薬物乱用防止を呼び掛ける街頭キャンペー
ン及び薬物乱用防止を目的とする国連支援募金活動を
実施します。
　正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。
薬物でお困りの人は、ご相談ください。
問　幸手保健所　☎（42）1101

母と子のつどい
～七夕飾りを作ろう～

　杉戸町母子愛育会によるお遊び会を行います。
ぜひ、親子で参加してください。
日時　7月2日㈪　10時～ 11時（申込不要）
場所　保健センター　2階研修室
対象　就園前のお子さんと保護者の方

カンタン離乳食教室
日時　7月20日㈮　9時50分～ 12時
定員　15組（申込順）
内容　�離乳食の進め方、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　7月13日㈮までに電話で保健センターへ   

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あり。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30年3月生 7月18日㈬

9～ 10か月児健診 平成29年9月生 7月17日㈫

1歳6か月児健診 平成28年12月生 7月4日㈬

3歳児健診 平成27年2月生 7月25日㈬

乳幼児健診

　該当のお子さんにはすでに個別で通知していますが、
説明書をよく読み、接種しましょう。

※ 予診票を紛失した方・予診票をお持ちでない方は、
母子健康手帳を必ず持参のうえ保健センター窓口ま
でお越しください。

予防接種名 対象者 接種期限
麻しん風しん
（2期）

平成24年4月2日生～
平成25年4月1日生
（いわゆる年長児）

平成31年3月31日
㈰まで

二種混合
(ジフテリア・
破傷風)

小学6年生 13歳の誕生日前日
まで

日本脳炎（2期） 小学4年生
13歳の誕生日前日
まで※1期が終了
していない方は、
1期の接種も可

予防接種を受けましょう

ご存知ですか？各種助成事業
　助成には要件があります。詳細についてはお問合せ
ください。
�早期不妊検査費
対象　 指定医療機関（埼玉県不妊検査助成対象医療機

関含む）において実施した、不妊症の診断のた
めに医師が必要と認めた一連の検査を夫婦そ
ろって受けた場合（検査開始時の妻の年齢が43
歳未満）

助成金額　上限2万円
�早期不妊治療費
対象　 埼玉県で行っている特定不妊治療費の初回助成

を受けた方のうち、1回目の治療開始時に妻の年
齢が35歳未満の夫婦

助成金額　上限10万円（1組の夫婦につき1回のみ）

子宮頸がん 乳がん

対象
20歳以上で偶数月生まれの

女性
40歳以上で偶数月生まれの

女性
「がん検診無料券」該当者※

内容 子宮頸部の細胞検査
内診

視触診
乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）

費用 1,200円 1,500円
「がん検診無料券」該当者は無料

実施期間 7月2日㈪～平成31年2月28日㈭

実施医療
機関

玉井医院		 ☎(33）2464
長岡産婦人科医院	☎(33）3325
産婦人科木村医院	☎(42）0222
堀中病院		 ☎(42）2081
ワイズレディスクリニック☎(44）0555
済生会栗橋病院	 ☎(53）0575

済生会栗橋病院	 ☎(53）0575
白岡中央総合病院		☎(93）0662
東埼玉総合病院	 ☎(40）1420

申込 実施医療機関に直接予約してください。

子宮頸がん 乳がん 大腸がん

対象
20歳以上で偶数月生まれの

女性
40歳以上で偶数月生まれの

女性 40歳
以上の方「がん検診無料券」該当者※

内容 子宮頸部の細胞検査
内診

視触診
乳房Ｘ線検査（マンモグラフィ）

便潜血
検査

費用 600円 1,200円 400円「がん検診無料券」該当者は無料
実施日 7月23日㈪・30日㈪　午後
会場 保健センター
申込 7月2日㈪までに保健センター電話または窓口へ（9時～ 16時）

※定員になり次第締切

各種がん個別・集団検診のお知らせ
▼子宮頸がん・乳がん個別検診

★共通事項★
① 検診は年度内（4月～翌年3月）に
　 1回のみ。乳がん・子宮頸がん検診は、

個別検診か集団検診のどちらかを選
んでください。

②次の方は、受診費用を免除
▶70歳以上の方：検診当日に申出。
▶�町民税非課税世帯の方：世帯全員が

非課税の方が対象。検診受診日の
10日前までに印鑑持参のうえ、保
健センター窓口にて手続き。

▶�生活保護受給の方：検診当日、受給
証を提示。

③下記の方は検診を受けられません。
子宮頸がん検診
▶生理中の方
▶妊娠中または妊娠の可能性のある方
▶子宮全摘出術を受けた方
乳がん検診
▶妊娠中または妊娠の可能性のある方
▶授乳中の方・断乳後6か月未満の方
▶ 過去1年以内に乳房の手術を受けた方
▶乳房豊胸術を受けた方
▶ 心臓ペースメーカー等医療機器が前

胸部に入っている方
大腸がん検診
▶生理中の方
▶痔の方

　がんの早期発見・早期治療を目的として、下記の方へ平成30年6月初旬に、
子宮頸がん・乳がん検診無料券を郵送します。受診方法などの詳細は、無料
券と併せてご案内します。
無料券の有効期間　平成31年2月28日㈭まで
対象　子宮頸がん検診／平成9年4月2日～平成10年4月1日生まれの女性
　　　乳がん検診／昭和52年4月2日～昭和53年4月1日生まれの女性

※ 受診の際、本人確認書類（運転免許証等、住所・氏名・生年月日が確認
できるもの）と健康保険証をお持ちください。

▼子宮頸がん・乳がん・大腸がん集団検診

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と一緒に簡単・
おいしい・ヘルシーな料理を作りましょう！
日時　7月13日㈮　10時～ 13時30分
場所　保健センター 2階　調理実習室
費用　300円
持ち物　 エプロン、三角巾、筆記用具、ふきん2枚、室

内履き（スリッパ等の脱げやすいものは避け
てください）

定員　�25名（申込順）
申込　 7月6日㈮までに

電話で保健セン
ターへ　　

主催　 杉戸町食生活改
善推進員協議会

ヘルスメイトの料理教室
～杉戸の夏野菜を食べよう～

インターネットで公共施設の予約ができます

　公共施設予約システムを使用すると、インターネットで公共施設の予約ができま
す。利用するには、施設窓口にて利用者登録が必要です。詳しくは、各施設までお
問い合わせください。
---------------平成30年7月1日より一部利用方法が変更になります------------------
　利用当日無断キャンセルし、かつ使用料の未払いが継続する場合、3か月間シス
テムの利用を停止させていただく場合があります。

総務課　
情報統計担当　内線208

問合せ

※「がん検診無料券」を郵送します

1617 広報すぎと　平成30年6月号広報すぎと　平成30年6月号

保健センター
（健康支援課）

☎ 0480 (34) 1188保　 健
▶︎ 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
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