風しんや肺炎から身を守るために

○妊娠している女性の配偶者
妊
※娠中の方は接種できません︒
助成期間 平成 年3月 日㈪
まで
対象予防接種・助成額
・麻しん風しん混合ワクチン
8︐000円
・風しん単独ワクチン
4︐000円
い
※ずれか一方を助成します︒
自己負担額 接種費用のうち︑
助成額を差し引いた残りの費用
を取扱医療機関に支払ってくだ
さい︒
持ち物 健康保険証など年齢を
確認できるもの
実施医療機関 町内医療機関お

7月1日㈪から︑ 歳以上の
方を対象に︑肺炎球菌ワクチン

高齢者肺炎球菌
ワクチン予防接種

予防接種費用を助成します
風しんワクチン
予防接種
今年に入り︑県内をはじめ︑
首都圏を中心に風しんが流行し
ています︒
妊娠初期の方が感染してしま
うと︑難聴や心疾患などを患っ
た先天性風しん症候群の赤ちゃ
んが生まれる可能性があります︒
流行の拡大や先天性風しん症
候群の発生を防ぐため︑妊娠を
予定または希望している女性な
どに対し︑緊急対策として予防
接種費用の一部を助成します︒
よび小田原医師会の取扱医療機
関︵要事前予約︶

接種費用の一部を助成します︒
肺炎球菌ワクチンは︑肺炎球
菌による肺炎の約8割に有効で
あるといわれ︑1回の接種で
年間効果があります︒
接種を希望する方は︑かかり
つけ医と相談し︑副反応や有効
性を必ず確認してから接種して
ください︒
高
※齢者の方を対象とした肺炎
球菌ワクチンの接種は︑個人の
判断で接種するかどうかを決め
る任意の予防接種です︒
対 象 接種日時点で︑町に住
民登録がある 歳以上の方
助成期間 7月1日㈪〜平成
年3月 日㈪

接種回数 １回︵ 年に１回︶
助成額 4︐000円
自己負担額 接種費用のうち︑
4︐000円を差し引いた残り
の費用を取扱医療機関に支払っ
てください︒
持ち物 健康保険証︵後期高齢
者医療被保険証︶
実施医療機関 町内医療機関お
よび小田原医師会の取扱医療機
関︵要事前予約︶
接種時の確認事項 過去5年以
内に肺炎球菌ワクチンの接種を
受けていないこと
照会先 さくら館
☎85 0
―800

CO2
22削減と電
電電気の大切さを
をを実感
感感！

ぎは禁物です︒
片付けや清掃を定期的に行い︑
省エネ効果も期待できる︑環境
にも︑家計にもやさしい生活を
送りませんか︒

環境省では平成 年から︑地
球温暖化防止のため︑夏至の日
を中心に﹁ＣＯ2削減／ライト
ダウンキャンペーン﹂を実施し︑
施設のライトアップや家庭の電
気の消灯を呼びかけています︒
日頃いかに照明を使用してい
るかを実感し︑日常生活の中で
温暖化対策について考える機会
であり︑今年度のキャンペーン
期間は︑6月 日㈮〜７月７日
㈰︵ 時から 時まで︶です︒
箱根の夜空には︑無数の星が
瞬いています︒この期間は︑星
が輝く夜空の下︑月明かりやロ

ライトダウン
キャンペーン2013

日頃の心掛けでできる省エネ
は︑無理のない範囲で上手に取
り組むことが重要です︒
身の回りの電化製品も︑扱い

ウソクの灯で︑静かに過ごしま
せんか︒
詳細は﹁ライトダウン２01

Ｃ

Ｏ

2

ノーマイカーデーを
取り入れよう

歩いて健康康
康増増
増進！

私たちの生活や産業からは︑
地球上に二酸化炭素が排出され
ています︒特に︑自動車からの
ＣＯ2はかなりの量で︑その排
出量の増加に伴う地球温暖化現

方次第で効率よく省エネできま
す︒
例えば︑エアコンは推奨設定

省エネに努めよう

節電効果果
果は家計にも！

象により︑異常気象などを引き
起こすことが懸念されています︒
そこで︑ＣＯ2を増やさない

温度︵夏場 度︑冬場 度︶を
目安にし︑定期的にフィルター

26

ための方法の一つであるノーマ
イカーデーを取り入れませんか︒
これは﹁毎月この日はノーマ
イカーデー﹂という形で︑通勤
や買い物の際に乗用車を使わな
い日︵バスや電車︑徒歩︑相乗

のほこりを取り除きましょう︒
洗濯物をまとめて洗うのも節
電になります︒ただし︑冷蔵庫
や冷凍庫に食材を詰め込みすぎ
て余計な電力を使ってしまうの
と同様に︑洗濯物も詰め込みす

15

対 象 町に住民登録がある
歳以上の方で︑これまでに風し
んにかかったことがない︑次の
要件に該当する方︵風しんの予

75

3﹂ホームページ︵ http://coo
を参照してくだ
learthday.jp/)
さい︒

バスや電車などの公共交通機
関は︑多くの人を一度に運べる
環境にやさしい移動手段で渋滞
や違法駐車を減らせます︒
また︑近所への買い物や通勤
経路のひと駅など︑歩ける距離
を徒歩にすれば︑健康維持や体
力づくりも兼ねられます︒
目的や距離などに応じて移動
手段を使い分け︑ＣＯ2削減に
つなげていきましょう︒

新しいメルマガ
「さくら館だより」を配信！

「一瞬の 無理と油断に 泣く一生」
最近二輪車による交通事故が増えています。
無理な追い越しは絶対にやめ、速度を出し過ぎ
ないよう気を付けましょう。
「暴走はしない させない 許さない！」
暴走行為で尊い命を奪うことは許しません。
22 21

防接種を2回済ませた方を除く︶
○妊娠を予定または希望してい

○長寿健診︵後期高齢者医療保
険に加入している方︶
○一般健診︵生活保護受給世帯
など医療保険のない 歳以上
の方︶
がん検診の種類・対象
○子宮がん検診︵ 歳以上の女
性︶
○乳がん検診︵ 歳以上の女性︶
○胃・肺・大腸がん検診︵ 歳
以上の方︶
○前立腺がん検診︵ 歳以上の
男性︶
受診方法 取扱医療機関での個
別健康診査・検診︑または各地
域で実施する集団健康診査・検
診のいずれかにより受診してく
ださい︒
実施期間
・個別健康診査・検診
6月1日㈯〜平成 年3月

75

月は二輪車交通事故防止強化月間・
暴走族追放強化月間です
20

る女性およびその配偶者

6月1日㈯から︑健康診査お
よびがん検診が始まります︒
受診する際は︑受診券および
健康保険証が必要です︒
受診券は︑4月1日現在で町
内に住所を有する方に送付しま
日㈪
・集団健康診査・検診

9月〜 月︵種類により日時
などは異なる︶
照会先

31

りなどで出かける日︶を自分で
設定し︑実行するものです︒

20

した︒
詳細は﹁保健だより﹂に掲載
しています︒
転入などで受診券の送付を希
望する方や︑﹁保健だより﹂が
手元にない方は︑連絡してくだ

□特定健康診査︑長寿健康診査
・保険年金課☎85 9
―564
□一般健康診査︑がん検診
・さくら館☎85 0
―800

環境課☎85−9565
照会先

町メールマガジン（メルマガ）で「さくら館だよ
り」の配信を始めました。
さくら館で行われている水泳教室や温水プールの
休館日、各種イベントのお知らせを配信しています
ので、関心のある方はぜひ登録してください。
配信回数は月 回程度です。
この他にも、防災情報やイベント情報など、皆さ
んの生活に役立つさまざまな情報を配信しています。
メルマガは、パソコンまたは携帯電話のＥメール
で受け取れますが、事前登録が必要です。（登録方
法は、広報「はこね｣ 月号に掲載）
照会先
□「さくら館だより」について
・さくら館☎85−0800
※携帯電話のＱＲコード読み
□メルマガ全般について
取り機能を使えば、直接登
録フォームを開けます。
・企画課☎85−9572
28
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31

始めませんか
今日からできる
エコ生活

31
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月は環境月間です
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2013.June
広報 はこね
7

さい︒
健康診査の種類・対象
○特定健診︵国民健康保険に加
入している 歳〜 歳の方︶
社
※会保険加入者は︑保険証の
発行事業所に問い合わせてくだ
さい︒
74

12

19

特定・長寿
健康診査と
がん検診が
始まります
40

2013.June
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