
毎月 19日は食育の日
　ポイントマークがあるものを受診した
り参加したりすると「東浦町いきいきマ
イレージ」のポイントを貯められます！

●対　象
昭和17年３月31日以前生まれの方（令和４年３月
31日時点で80歳以上）で、自分の歯が20本以上ある
方
※過去の表彰者を除く

●表彰式　11月14日（日）の産業まつりで表彰予定
※10月下旬に表彰対象へ案内を送付します。
※本事業は県歯科医師会の事業です。

●応募方法
　４月１日（木）～５月31日（月）に、かかりつけ歯科
医で健診を受けてください。かかりつけ歯科医が無
い方は、次の健診を受けてください。
・と　き　４月26日（月）　午後１時30分～２時
・ところ　保健センター
・申込み　４月22日（木）までに保健センターへ

歯が20本ある80歳以上の方募集！

　1962年（昭和37）年４月２日～1979（昭和54）年4
月１日生まれの男性の方を対象に風しんの抗体検査を
実施しています。抗体検査がお済みでない方は、早め
に受診しましょう。
　風しんから、あなた自身と周りの人を守るため、風
しんに対する抵抗力を確認、獲得しましょう。
●クーポン券について

　対象の方へ令和２年３月末にクーポン券を送付し
ています。送付済みのクーポン券で有効期限が2021
年３月のクーポン券は、有効期限が2022年２月末日
まで延長されます。

※クーポン券を紛失した方および有効期限が2020
年３月と記載されているクーポン券をお持ちの方
は再発行可能（電話可）

●受診方法
　クーポン券を持参し、医療機関などで抗体検査を
受けてください。

●風しんの抵抗力が無いこと（抗体なし）がわかったら
　風しんの抵抗力（免疫）をつけるために、クーポン
券を利用し、予防接種を受けましょう。
※クーポン券を利用することで無料で検査・予防接

種が受けられます。

風しんの抗体検査・予防接種を受けましょう！

　（公財）日本骨髄バンクが実施する「骨髄バンク事業」
で、骨髄・末 梢

しょう
血幹細胞移植を提供したドナーと、ド

ナーを雇用する事業所に助成金の交付を行います。
●対象・助成金額

骨髄・末梢血幹細胞移植に際して、ドナーが通院お
よび入院に要した日数につき、次の金額を助成

　①ドナー　１日につき２万円（上限７日間）
　②ドナーを雇用する事業所
　　１日につき１万円（上限７日間）

■定期予防接種　再接種費の助成
再接種に係る費用を助成します。

●対　象
骨髄移植手術などの医療行為により、接種済みの定
期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断
されている方

　※再接種日に町内に住所を有すること
●助成金額

予防接種にかかった費用
※知多郡医師会との契約金額を上限

●その他
接種の前に手続きが必要です。助成を希望する場合
は、保健センターへ

骨髄ドナーの支援
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保 健 セ ン タ ー だ よ り

個別通知する案内は掲載していません。町ホームページをご覧ください。
「ところ」の表記がないものは「保健センター」で実施します。

保健センター▢ ▢83-9677▢ ▢83-96785 月の予定

名　称 対　象 日にち 内容（計測・個別相談は共通）

●受付時間
　13：00～14：00
●持ち物
　母子健康手帳
　☆印：歯ブラシ、コッ

プ、タオル
※体調不良などで来所

できない場合は連絡
してください。

※11：00の時点で暴風
警報などが発令中の
場合は中止

４か月児４か月児
健診健診

Ｒ３.
１月生

28日
（金） 診察・産婦歯科健診診察・産婦歯科健診

７か月児７か月児
健診健診

Ｒ２.
10月生

26日
（水） 診察診察

歯っぴー相談歯っぴー相談
（１歳児計測）（１歳児計測）

Ｒ２.
４月生

17日
（月） ブラッシング指導 ☆ブラッシング指導 ☆

１歳６か月児１歳６か月児
健診健診

Ｒ１.
11月生

14日
（金）

診察・歯科健診・ブラッシング診察・歯科健診・ブラッシング
指導・フッ素塗布 ☆指導・フッ素塗布 ☆

２歳２か月児２歳２か月児
歯科健診歯科健診

Ｈ31.
３月生

24日
（月）

歯科健診・ブラッシング指導・歯科健診・ブラッシング指導・
フッ素塗布 ☆フッ素塗布 ☆

３歳０か月児３歳０か月児
健診健診

Ｈ30.
５月生

19日
（水）

尿検査・診察・歯科健診・ブラッ尿検査・診察・歯科健診・ブラッ
シング指導・フッ素塗布 ☆シング指導・フッ素塗布 ☆

乳幼児健診・相談母子健康手帳交付 事前予約制託児あり

と　き　17・31日（月）９：30～９：40
内　容　妊娠中の話、マタニティキーホ

ルダーも交付
持ち物　妊娠届出書、マイナンバーの確認

できるもの、健康保険証

乳幼児予防接種
予防接種の種類や年齢によって医療機関
が異なります。対象月齢・接種間隔を確認
して接種してください。予診票がない方、
接種間隔など不明点は保健センターへ
※かかりつけ医が町外の場合など、県内

協力医療機関でも接種可（接種１週間
前に手続きが必要）

町内医療機関
で実施中

検診名 日にち ところ 受付時間 20歳以上 40歳以上 50歳以上
受診料…子宮頸1,200円、乳腺1,400円、
胃1,400円、大腸500円、前立腺600円
受診料無料の方…東浦町国民健康保
険加入者、満70歳以上の方、生活保護
受給者、町民税非課税世帯者、65～69
歳の後期高齢者医療加入者、がん検診
無料クーポン券対象者

子宮頸 乳腺 胃 大腸 前立腺

女性検診女性検診 11日（火）

保健
センター

14：00～16：00 ● ● ●

男性検診
13日（木）

９：00～11：00
● ● ●

18日（火） ● ● ●
女性検診 26日（水） ● ● ● ●

がん検診 完全予約制　※個別胃がん検診…町内指定医療機関で実施（料金：4,000円）

※定員に達している場合があるため、申し込む前に問い合わせてください。

こころの保健室（心の健康など）
臨床心理士 31日（月） 13：30～

（40分程度 予約制）保健師 10日（月）・17日（月）

5月の休日急病診療▢受付 ９：00～12：00
日にち 診療所名 電話番号

２日（日） 小林クリニック（泌・内・外） 84-5858
３日（月・祝） おがわ耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉） 82-5200
４日（火・祝） さとう内科クリニック（内・胃・小児・呼・循） 83-5166
５日（水・祝） 前田クリニック（内・胃・眼・皮） 84-6618

９日（日） みたに整形外科(整・リハ・リウ・内) 82-0114
16日（日） あべ内科クリニック(内・呼・アレ) 84-1155
23日（日） 耳鼻咽喉科みやこクリニック(耳鼻咽喉・アレ) 82-3859
30日（日） おがわ耳鼻咽喉科クリニック（耳鼻咽喉） 82-5200

急病で困ったときは…
■あいち救急医療ガイド  https：//www.qq.pref.aichi.jp/
■愛知県救急医療情報センター（24時間）　 33-1133
■小児救急電話相談（毎日19：00～翌朝８：00）
　 「＃８０００」（短縮番号が使えない場合は 052-962-9900）
■半田歯科医療センター（診療時間 ９：00～13：00）
　 0569-23-2636　※身体障がい者（児）などは毎週木曜日
■あいちこころほっとライン365（毎日９：00～16：30）
　 052-951-2881
■名古屋いのちの電話（24時間）
　 052-931-4343
■全国版救急受診アプリ「Q助」

Q
助
ア
プ
リ

●インフルエンザ・新型コロナウイルスの検査
は原則行いません。

●発熱などがある方は事前に連絡してください。

と　き ところ 内　容 対　象 持ち物

10日（月） 10：00～11：30 みか
助産院

赤ちゃんを連れて、おしゃべりし
に来てください。赤ちゃんとママ
がホッと安らげる場所です。

入退室
自由

生後６か月までの赤ち
ゃんとその保護者１名

母子健康手帳、バスタオ
ル、必要な育児用品24日（月） 13：30～15：00

赤ちゃんとママのホッと広場

４月から みか助産院で
赤ちゃんとママの

ホッと広場が始まります！
予約制（先着６組）

予約制（先着６組）

　保健センターで行っていた赤ちゃんとママのホッとスペースが、赤ちゃんとママのホッと広場と
して４月から月２回、みか助産院でもはじまります。日程など詳細については町ホームページへ
●ところ　みか助産院（緒川字金十根36-２）
●申込み　みか助産院ホームページ「赤ちゃんとママのホッと広場」予約システムから受付
●問い合わせ　みか助産院　 080-6970-1049
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