82-6218

出産後の育児不安や孤立感の軽減を目的に
保健センターの一室を開放します
たくさんの人が集まる場所や、にぎやかなとこ
ろは苦手だけど、自宅でママとあかちゃんだけで
過ごしていると、ちょっと気分転換したい、誰か
と話したい、そんな気持ちになる時はありません
か。
そんなママたちのリフレッシュの場として、保
健センターの一室を下記の日程で開放します。子
育て支援センターやつどいの広場などに行くまで
のステップアップ期間として、活用してください。
［日時］４月25日
（月）
、５月31日
（火）
、６月15日
（水）10:00 ～ 12:00
保健センター母子相談室
［対象］０歳児
※利用の際には、お子さんの外出時に必要な物を
一式お持ちください。
※決められたプログラムなどはありません。開放
時間は、自由にお過ごしください。

子育て支援センターや
つどいの広場などに行
くには、まだ早すぎる

こんなことを楽しみませんか
○あかちゃんの体重が測れます。
○他のママたちとお話をする
きっかけができます。
○広い空間で、ちょっとのんび
りすることができます。

各種予防接種費助成のお知らせ
■成人の風しん

保健センター

82-6218

■高齢者用肺炎球菌
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［対象］①②いずれかに該当する方
で、肺炎球菌ワクチン｛ニューモバックスNP（23
きょうまく
価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン）｝の接
種歴がない方
①平成28年度に対象年齢（65・70・75・80・85・
90・95・100歳）になる方
②60歳以上65歳未満の方で、心臓・腎臓・呼吸
器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限さ
れる障がいを有する方、またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可
能な程度の障がいを有する方
※①の方には、順次、予診票を送付します。予診
票が届かない方は、接種をする前に、必ず保健
センターに連絡してください。
［接種期間］平成29年３月31日
（金）
まで
［助成金額］3,000円
※予診票を持参して接種した場合に限り、医療機
関の接種料金から3,000円が差し引かれます。
［接種方法］通知に同封した医療機関リストに掲
載されている契約医療機関に直接予約をして、接
種してください。
［持ち物］予診票、健康保険証

鹿嶋市夜間小児救急診療所

［対象］平成２年４月１日以前に生まれた方で、過
去に助成を受けたことがなく、接種時点で市内に
在住する①②いずれかに該当する方。
①妊婦の夫 ②妊娠を希望する女性
［女性への注意事項］妊娠している方、またはその
可能性がある方は接種できません。なお、接種後
２カ月間は妊娠を避けることが必要です。
［接種期間］４月１日
（金）～平成29年３月31日
（金）
［助成金額］3,000円（任意接種での助成は生涯１回
限り）
※予防接種費用が助成金額以下の場合は、実費を
助成します。
［助成方法］償還払い
※接種期間内に、風しん（麻しん風しん混合）予防
接種を受けた対象者には、接種後の申請に基づ
き、助成金額を口座に振り込みます。
［申請方法］医療機関で接種をした後、保健セン
ター窓口で申請してください。
［持ち物］身分証明書（健康保険証など）、予防接種
費領収書（原本）、振込口座がわかるもの（通帳な
ど）、印鑑（朱肉を使うもの）、母子手帳（妊婦の夫
のみ）

周りに知り合いがいない

たくさんの人が集まる
場所や、にぎやかなと
ころはちょっと苦手

【鹿嶋市夜間小児救急診療所のお知らせ】鹿嶋市夜間小児救急診療所では、院内処方を行っています。処方された薬は、診療所で受け取ることができます。

保健センター

教育センター（宮中１９９８番地２）
［対象］中学３年生以下［持ち物］健康保険証・マル福受給者証・お薬手帳（お持ちの方）

保健センター開放事業
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４月13日～ 24日

狂犬病の予防注射を行います

環境政策課

飼い犬には狂犬病予防注射を！
室内飼育、室外飼育の区別なく、生後３カ月以上のすべての犬に「登録」と「狂
犬病予防注射」が法律で義務づけられています。
飼い主一人ひとりが狂犬病について正しい知識をもち、飼い犬を守るため、そ
して、私たち自身の生命を守るために、必ず狂犬病予防注射を受けましょう。

集合注射の日程
都合の良い日時と会場を選び、予防注射を行ってください。なお、すでに市に登録している犬は、飼い主
に通知（はがき）が届きますので、ご来場の際は忘れずにお持ちください。

４月
13日
（水）

14日
（木）

15日
（金）

16日
（土）

17日
（日）

日 時
9:00 ～ 9:25
9:40 ～ 10:00
10:15 ～ 10:30
10:40 ～ 11:00
11:15 ～ 11:40
11:55 ～ 12:05
9:00 ～ 9:20
9:40 ～ 9:55
10:10 ～ 10:35
10:45 ～ 11:00
11:20 ～ 11:50
9:00 ～ 9:20
9:30 ～ 9:45
9:55 ～ 10:10
10:25 ～ 10:35
10:55 ～ 11:10
11:30 ～ 11:45
9:00 ～ 9:20
9:40 ～ 9:55
10:15 ～ 10:40
10:50 ～ 11:00
11:10 ～ 11:20
11:40 ～ 11:55
9:00 ～ 9:20
9:40 ～ 9:55
10:15 ～ 10:30
10:50 ～ 11:00
11:20 ～ 12:20

会 場
平井まちづくりセンター
平井コミュニティセンター
総合福祉センター
鉢形公会堂（光福寺）
港ヶ丘公会堂
板宮公会堂
波野まちづくりセンター
清水農村集落センター
小宮作（海賢寺）
下津（池田屋旅館駐車場）
中央図書館駐車場
厨区集会所
新町集会所
神野集落センター
根三田公会堂（東善寺）
神野向集会所
桜町公会堂
豊津まちづくりセンター
爪木田園都市センター
豊郷まちづくりセンター
沼尾集会所
田野辺（地蔵院）
猿田（西福院）
高松まちづくりセンター
泉川（西光院）
下塙集会所
佐田公会堂
市役所駐車場

広報かしま 2016.4.1

22日
（金）

23日
（土）

24日
（日）

時

9:15 ～ 9:30
9:45 ～ 10:00
10:10 ～ 10:20
10:30 ～ 10:40
10:50 ～ 11:00
11:10 ～ 11:25
11:35 ～ 11:55
12:05 ～ 12:20
9:15 ～ 9:30
9:40 ～ 9:55
10:05 ～ 10:25
10:35 ～ 11:00
11:10 ～ 11:35
11:45 ～ 12:10
12:25 ～ 12:45
9:15 ～ 9:25
9:35 ～ 9:55
10:10 ～ 10:25
10:40 ～ 11:00
11:20 ～ 11:50
12:10 ～ 13:10

会

場

林集落センター
奈良毛集落センター
居合田園都市センター
立原集落センター
津賀（消防機庫）
額賀公民館
武井（大野高齢者センター）
志崎新農村集落センター
大志崎集落センター
小志崎農村集落センター
浜津賀公民館
荒井集落センター
青塚集落センター
角折公民館
荒野（龍蔵院）
共栄集落センター
天長井戸集落センター
中坪集落センター
中集落センター
荒野台公民館
大野出張所駐車場（北側）

料金（お釣りのないようにお願いします）

・登録済の場合＝3,550円
・未登録の場合＝5,550円
※手数料550円、注射料金3,000円、登録料2,000
円（新規登録時のみ）
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日

