
13 Public Information IBIGAWA  2016. 10

　この機会にタバコについて楽しく学んでみませ
んか？タバコをやめたい方もなかなかやめられな
い方も、タバコをやめてほしいと思っている家族
の方も誰でも参加できます！

『タバコと禁煙について
最新のうんちくをゲットしましょう！』

日　時　10月27日（木）　
　　　　19時～20時30分（受付	18時40分）
場　所　揖斐川保健センター（上南方１６５－１）
講　師　谷汲中央診療所

　　　　　医師　西
にし

脇
わき

　健
けん

太
た

郎
ろう

　先生
内　容　喫煙度チェック、禁煙治療についてなど

※禁煙を強制はいたしません。
※禁煙をしたい方には、保健師が個別でサポー
トを行っています。お気軽にご相談ください。

締　切　10月25日（火）
【申込み・お問い合せ】
　揖斐川保健センター　　℡２３―１５１１

結核健診を実施しています！
対 象 者　揖斐川町に住所がある65歳以上の方（どなたでも受けることができます）
健診会場　どの会場でも受診できますので、ご都合の良い会場で受診してください。
健診内容　胸部レントゲン撮影検査
結果通知　健診結果は、精密検査が必要な方および医師が必要と認めた方のみ、郵送します。

異常がない場合は、通知をしませんので、ご了承ください。
【お問い合せ】揖斐川保健センター　℡２３－１５１１

対　象　揖斐川町にお住まいの 65 歳以上の方
どの公民館でご参加いただいても構いません。

受付・血圧測定：９時30分～　教室：10時～ 11時30分
公民館 部屋 日程（毎月） 10月 開催日

揖斐 １階和室 第３木曜 10月20日（木）

大和 ２階集会室 第２木曜 10月13日（木）

北方 １階集会室 第３水曜 10月19日（水）

清水 １階集会室 第２金曜 10月14日（金）

小島 １階集会室 第４木曜 10月27日（木）

𦙾永 １階ホール 第１木曜 10月 ６日（木）

持ち物　運動のできる服装、水分、タオル、教室ファイ
ル（お持ちの方）、上靴（揖斐は和室のため不要）

【お問い合せ】
　地域包括支援センター　℡２３－１３４１

　足腰を丈夫にしたい方におすすめの、自宅で
続けられる体操を紹介します。
　参加無料、申込み不要です！

卒煙教室開催！

所場日曜日月所場日曜日月
場工茶流ヶ上）日春（05:8～04:8館民公北礼名上）汲谷（03:9～04:8

9:50 ～ 10:10 （谷汲）木曽屋地区活性化支援センター

園公中野）島小（03:01～05:9ータンセ善改活生鳥有）汲谷（53:01～52:01

館民公堀）島小（03:11～05:01所会集原神上）汲谷（03:11～05:01

館会町区地野上）島小（04:31～00:31ータンセ健保汲谷）汲谷（00:51～03:31
8:50 ～ 9:10 （谷汲）深根地区活性化支援センター

9:25 ～ 9:50 （谷汲）大洞地区農林漁家婦人活動施設

館民公方北）方北（02:9～03:8所会集事農落集区地石赤）汲谷（52:01～50:01

館民公区一方北）方北（04:01～04:9館分部東）汲谷（01:11～04:01

館会松若東）和大（02:11～00:11場車駐所療診瀬長）汲谷（00:41～00:31

ももなはータンセ流交域地町川斐揖00:61～03:31方様店務工本山）汲谷（53:41～51:41

館民公島岡下）斐揖（01:31～04:21設施会集的目多礼岐）汲谷（51:51～05:41
15:30 ～ 15:50 （谷汲）高科地区活性化支援センター

館民公永）永（00:61～03:41北館育体校学小斐揖）斐揖（04:9～04:8

館民公斐揖）斐揖（54:01～03:8館民公寺光大）斐揖（02:01～00:01

館民公野ミ上）斐揖（04:11～01:11館民公谷小）斐揖（05:01～03:01

ータンセ健保川斐揖03:61～51:51館民公山津志）斐揖（03:11～01:11

堂会公田和）島小（02:9～03:8ータンセ的目多原反）方北（54:31～51:31

館民公田黒）島小（01:01～04:9館会いあれふ代世三）方北（03:41～00:41

設施会集的目多宮ノ二）島小（03:11～03:01近付停スバ屋古）日春（01:9～00:9

場広康健川斐揖）和大（03:41～00:31校学小日春）日春（50:01～52:9

館民公和大）和大（00:61～05:41所療診束美）日春（55:01～52:01

ータンセィテニュミコ町新下）斐揖（03:9～03:8館民公日春）日春（54:11～51:11

館民公良長）水清（03:01～00:01近付方様子知原藤橋六香）日春（02:31～00:31

館会柳小）水清（05:11～05:01近付方様善久所樫）日春（05:31～03:31

館民公水清）水清（00:51～03:31近付庫車防消区滝）日春（01:41～00:41

14:20 ～ 15:20 （小島）市場研修センター

11/15 火

11/29 火

11/30 水

間時間時

10/26 水

10/28 金

11/2 水

11/4 金

10/3 月

10/17 月

10/24 月

9:05 ～ 9:25 （春日）下ヶ流多目的集会施設

14:50 ～ 15:50 （小島）小島公民館

14:00 ～ 14:30 （小島）白樫農事集会施設

13:25 ～ 14:15 （　 永）新栄町公民館

10月のおたっしゃ教室
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　平成28年10月１日から予防接種法に基づき、
Ｂ型肝炎予防接種が定期予防接種となります。
　対象者には、個別に通知します。（費用無料）

　対 象 者　１歳未満	
　　　　　　（平成28年４月１日以後に生まれた方）
　接種回数　３回
（１回目と２回目は４週以上の間隔、３回目は１回目か
ら20週間以上の間隔をあける必要あり）

※平成28年９月30日以前に、ワクチン接種を受
けたことがある場合、既に接種した回数分の接種
を受けたものとみなします。

　日　　時　医療機関の指定日時
　　　　　　（1週間前までに要予約）
　場　　所　揖斐郡内指定医療機関、岐阜県広域化

予防接種協力機関
　持 ち 物　母子健康手帳、町発行の予防接種予診票

【お問い合せ】揖斐川保健センター
	　　　　　　℡２３－１５１１

　9月に肺がん検診を実施しましたが、10月・11
月も実施します。
　まだ受診されていない方で、受診を希望される方
は、揖斐川保健センターまでご連絡ください。

月　日 受付時間 検診会場

10月 3日（月） 15：30～16：00 谷汲保健センター

10月24日（月） 15：30～16：30 揖斐川保健センター

11月 4日（金） 10：00～11：30 揖斐川保健センター

11月15日（火） 13：30～15：00 揖斐川保健センター

　検診内容（費用）　
　　胸部レントゲン検査（200円）
　　喀

かく

痰
たん

検査は問診で必要とされた方のみ（500円）
　　※喀痰検査料は、喀痰提出時にいただきます。
　対 象 者
　　揖斐川町に住所がある40歳以上の方
　※65歳以上の方で結核健診を受けた方は、受診不可。

【お問い合せ】揖斐川保健センター
	　　　　　　℡２３－１５１１

Ｂ型肝炎予防接種10・11月の肺がん検診

　揖斐川町では、65歳以上の方を対象にインフルエンザの予防接種を下記のとおり実施します。
ご希望の方は、下記の医療機関で受けてください。（希望者のみ対象）

期　　　間　　10 月上旬～ 12 月 28 日（水）（医療機関により期間が異なります。また休診日は接種不可）
場　　　所　　揖斐郡内の医療機関（下記一覧）	
対　象　者　①揖斐川町民であり、	接種時 満 65 歳以上	の希望者（該当の方に予診票を郵送）
　　　　　　②60歳以上65歳未満の方で、心臓病・腎臓病・呼吸器に重い病気のある方。

　　※②に該当される方は事前に揖斐川保健センターへ申し出が必要です。
自己負担料金　１，７００円（医療機関窓口にて支払い）

※65歳以上の生活保護世帯の方は、接種３週間前までに揖斐川保健センターへご相談ください。

そ　の　他　町外の施設に入所している方、主治医が揖斐郡外の方（接種前に揖斐川保健センターへ連絡必要）

インフルエンザ予防接種

インフルエンザ予防接種　揖斐川町内　医療機関一覧表

予約不要
医 療 機 関 名（住所） 電話番号

揖斐厚生病院（三輪2547-4） 21-1111
いびレディースクリニック（三輪719-1） 23-0050
クリニックＩＢ（長良657-1） 22-0112
小林医院（黒田439） 23-1531
竹中医院（三輪1353-2-1） 22-5656
のだ医院（三輪111-8） 22-3939
長瀬診療所（谷汲長瀬1510） 56-3003

要予約（事前に予約をしてください）
医 療 機 関 名（住所） 電話番号

神田外科医院（𦙾永136） 22-0230
野原クリニック（清水1673-1） 22-0348
はっとり整形外科（𦙾永3221） 23-1991
谷汲中央診療所（谷汲名礼246-7） 56-3133
春日診療所（美束出張所）（春日六合3420） 58-0011
久瀬診療所（東津汲974-1） 54-2040
藤橋国民健康保険診療所（東横山644-10） 52-2100
坂内国民健康保険診療所（坂内広瀬312） 53-2107

※上記以外に、主治医が揖斐郡内の医療機関の場合もインフルエンザ予防接種ができます。
【お問い合せ】揖斐川保健センター　℡２３－１５１１


