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特定健診・各種検診を実施します
秋の特定健診・各種検診を実施します。春に受診で

・大腸がん検診

35 歳以上の町民

きなかった人は忘れずに受診しましょう。申込済の人

・肺がん検診

には、春に健康診断受診票などを配付しています。受

・肝炎ウイルス検査

診票の紛失や、新たに受診を希望される場合は下記ま

・前立腺がん検診

でご連絡ください。

・骨粗しょう症予防検診

以下の健診は平成 29 年 4 月 1 日時点の年齢が対象です。
■特定健診の対象者
（無料ですが、
健診によっては負担あり）
① 35~39 歳の町民 ② 40 歳以上の町国民健康保険加入者

※要事前申込

40 歳以上の町民
40 歳の町民
50 歳以上の町民（男性のみ）

40、45、50、55、60、65、70 歳の町民（女性のみ）
※ ご希望の会場で受診ください。

■期日・場所
9 月 20 日㈫

奥中山地区公民館

③ 40 歳以上で生活保護を受給している町民

23 日㈮

小鳥谷地区公民館

④後期高齢者医療制度に加入している町民

25 日㈰

総合保健福祉センター

26 日㈪

総合保健福祉センター

⑤上記以外の被用者保険（協会けんぽなど）に加入
の被扶養者で「受診券」をお持ちの人（一部有料）

■受付時間

※⑤の該当者は「保険証」と「受診券」両方の持

■持ち物

参がなければ特定健診の受診はできません。

9:00 ～ 11:00、13:00 ～ 14:00
保険証、健康手帳（40 歳以上の人）
、健康
診断受診票、検体容器（大腸がん検診受診

（各種検診は受診できます。
）

者）
、受診券（⑤該当者）

受診券は各保険者（勤務先など）が発行します。
■各種検診の対象者（無料だが、一部有料あり）

問い合わせは下記までご連絡ください。
問健康福祉課

☎ 32-3700

デング熱・ジカ熱にご注意を
デング熱は、
昨年に国内でも感染が確認されました。また、
ジカ熱は、中南米を中心に流行していて、注意が必要です。
デング熱もジカ熱も蚊に刺されることで感染します。

■予防
①蚊に刺されない

※海外旅行時は特に注意

・虫よけスプレーを使用する

蚊がウィルスに感染した人から吸血し、その蚊が他の

・肌を露出せずに長袖、長ズボンを着用する

人を刺すことで感染が広がります。

・素足・サンダル履きはできるだけ避ける

■症状（症状には個人差があります）
デング熱
ジカ熱

②蚊を増やさない

蚊に刺されてから 3 ～ 7 日後に 38℃以上

・水たまりをつくらない

の高熱、頭痛、関節痛、吐き気、嘔吐など

・草刈りをする

蚊に刺されてから 2 ～ 7 日後に 38℃未満

・海外旅行後は 2 週間程蚊に刺されないよう注意

の軽度の発熱、結膜炎など

しょうとう

※妊婦が感染すると、胎児に小頭症などの
先天異常を引き起こす場合があります。

しましょう
※症状が見られたら、
すぐに医療機関を受診しましょう。
問健康福祉課

☎ 32-3700

国民年金保険料「納付猶予制度」の対象年齢を拡大
国民年金保険料の納付が困難な場合に保険料の納付

所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、納

が猶予される「若年者納付猶予制度」の対象年齢が拡

付猶予制度のほかにも免除制度などがありますので、

大され、50 歳未満を対象とした「納付猶予制度」とな

詳しくは下記までご相談ください。

ります。平成 28 年 6 月までは、引き続き 30 歳未満が

問二戸年金事務所

納付猶予対象制度の対象です。

税務町民課

☎ 23-4111

☎ 33-2111
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例年、秋に各校一斉に実施していましたが、本年度、
一戸南小学校については９月の開催となりました。他
の地域の学校であってもご覧になれます。
どなたでもお気軽にご参観ください。
■日時

９月８日㈭

朝活動～ 4 校時

8：15 ～ 12：10

給食・昼休み

12：10 ～ 13：30

5 校時

13：30 ～ 14：15

掃除

14：20 ～ 14：40

帰りの会

14：40 ～ 14：50

児童下校

15：00

※ 14：00 からは保護者対象の NTT ドコモ「スマホ・ケー
タイ安全教室」も開催予定です。
来校する人は、下記にご協力ください。

■注意点

・教育活動の支障とならないようにご協力願います

「動物愛護フェスティバル in 二戸」
9 月 20 日から 26 日までの動物愛護週間にあわせて、
「動物愛護フェスティバル in 二戸」を開催しますので、
お誘い合わせの上、ペットとともにご参加ください。
■日時

９月 22 日㈭

9：00 ～ 12：40

■場所

二戸地区合同庁舎駐車場
※雨天時は、馬渕川近隣公園駐車場付近を予定

■内容

動物慰霊祭、動物ふれあい写真コンクール表
彰式、犬のしつけ教室、わんわん運動会
※当日受付も可能です。

■参加申込
一戸町役場

水環境課 （☎ 33-2111）

グリーン動物病院（二戸市米沢字長瀬 49-1 ☎ 23-8257）
二戸保健福祉環境センター
（二戸地区合同庁舎２階

環境衛生課

☎ 23-9206）

問二戸保健福祉環境センター

☎ 23-9206

・授業を行っていない教室への出入りはご遠慮ください
・不審者を見たときは、すぐに教職員にご連絡ください
・上履きを持参ください
問学校教育課

☎ 33-2111

「九戸政実フェスタ 2016
「九戸政実フェスタ 2016

飛龍降臨」

飛龍降臨」を開催します。
たつみ

プロレスラーで城マニアの藤波辰爾さんのトークショー

コミュニティセンターのイベント
●一戸混声合唱団「まべち」 結成 40 周年記念演奏会
日時

９月 11 日㈰

場所

ホール

18：00 開場

18：30 開演

500 円

協力券

●カラオケ倶楽部
日時

９月 14 日㈬

場所

視聴覚室

13：00 から

また、当日は 10：30 から九戸城跡で「九戸城古戦
場まつり」も開催されます。皆さま、ぜひお越しくだ
さい。
■日時

９月 24 日㈯

■場所

二戸市民文化会館

問二戸地域振興センター

※入場無料、事前申込不要
☎ 23-9201

24

夫婦の写真展」

建築物防災週間を実施

８月 30 日㈫～９月 11 日㈰
9：00 ～ 19：00（休日は 18：00 まで）

問コミュニティセンター

☎ 31-1400

建築物防災週間を実施します。この期間は、災害に
よる人命および建築物の被害を防止し、安心して生活
ができる空間を確保するため、県民に対し建築物に関
する防災知識の普及に努めるとともに、防災・維持保

カシオペア安全安心ちびっこまつり

災対策を推進することを目的としています。

二戸地区防犯協会連合会と二戸警察署では、児童の

県では、万が一災害が発生した場合、著しい被害が

犯罪・事故防止についての意識高揚を図ることを目的

発生する恐れのある地元市町村や消防などと共同で防

として、
「第９回カシオペア安全安心ちびっこまつり」

災査察を実施して、安全管理の状況をチェックし、必

を開催します。

要に応じた指導を行います。

子どもから高齢者まで楽しめる内容ですので、多く
の皆さまのご来場をお持ちしています。
■日時

９月７日㈬

10：00 ～ 12：00

■場所

二戸市民文化会館

大ホール

■内容
・防犯劇「近未来警察カシオペア」
・県警察音楽隊による演奏と交通安全教室
問二戸地区防犯協会連合会事務局

2

全関係法令の周知徹底を図ることにより、建築物の防
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☎ 43-3110

この期間中は下記の場所で防災相談所を設置し、建
築に関する地震対策のほか、火災や崖などの建築物の
防災に関する住民の皆さまのご相談にお応えいたしま
すので、ぜひご利用ください。
■日時

８月 30 日㈫～９月５日㈪

■場所

岩手県県土整備部建築住宅課（県庁）
二戸土木センター （合同庁舎）

問二戸土木センター

☎ 23-9209

９
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正彦

長寿祝の記念に撮影された夫婦の写真を展示
日時

17：00 ～

300 円

費用

●ロビー展示会 「髙村

や九戸政実武将隊の演舞など見どころいっぱいです。
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学校公開「学校へ行こう」を実施

