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母子健康手帳の発行について（お願い）
　母子健康手帳の発行には、３０分程お時間がかかります。
当町保健センターで健診等の保健事業がある時間帯には、
お待ちいただく場合があります。　
お越しになる前にご連絡をいただくと、
スムーズに発行できますのでご協力
お願いします。

※家族等に体調不良の方がいる場合は、参加をご遠慮くだ
さい。相談対象のお子さまと保護者1名で、マスク着用の
上お越しください。2歳未満のお子様はバスタオルをお持
ちください。

※健康診査及び、他の相談事業に関しては、個別通知いたし
ます。

事 業 名 対 象 者 開催日

1月25日(月)乳幼児健康相談 乳幼児

※「神戸町くらしのカレンダー」に、母子保健・予防接種予定表を掲載
　しています。日程変更がある場合は広報にてお知らせします。

産後ママゆったり教室を開催しました!

　インストラクター（助産師）の指導のもと、ベビー
マッサージや産後ヨガを神戸町ふれあいセンター
で実施し、今回は4組の母子が参加されました。 
心地よい音楽の中、ベビーマッサージや産後ヨガ
を行うことで、赤ちゃんもママもゆったり。約1時間、
自分の体や気持ちに耳を傾け、頭を空っぽにして
リラックスする時間となりました。（新型コロナウイ
ルスの感染拡大を防止するため、終了後の交流会
は中止としました。）
　次回は1月19日（火）に開催します。対象の方に
は保健センターより案内をお送りします。

がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業のご案内
　町では、がん患者医療用ウィッグにかかる費用の一部を助成しています。なお、岐阜
県の助成金申請を必ず先に行ってください。保健センターでの申請期限は、3月31日
（水）です。やむを得ない事情のある場合は、3月31日（水）までに保健センターにご連
絡ください。

対 象 者
　

助成対象費用

助成内容

１１月12日
（木）

　冬季は献血者が減少しがちです。安全
な血液製剤を安定的に確保するため、成人
を迎える「はたち」の若者たちに献血への
理解と協力を呼びかける「はたちの献血」
キャンペーンを実施しています。
　若い世代をはじめとする多くの方々の
献血をお待ちしています。ぜひ献血にご協
力ください。

「はたちの献血」
キャンペーン

愛の献血に
ご協力お願いします

骨髄ドナー登録会を同時開催!

『麻しん・風しん 第2期』・『二種混合（ジフテリア・破傷風）』
予防接種はお済みですか？

　令和2年度の『麻しん・風しん 第2期』及び『二種混合（ジフテリア・破傷風）』

☆麻しん・風しん第2期の接種期間は3月31日まで。
☆二種混合の接種期間は13歳の誕生日の前日までですが、できるだけ3月31日までに接種しましょう。

※接種期間を過ぎると自費接種になります。医療機関にご予約の上接種してください。 
※転入等により予診票がない場合は、保健センターへご連絡ください。
　医療機関へは、母子健康手帳・予診票を忘れずお持ちください。

予防接種名

麻しん・風しん第2期 小学校就学前の1年間に相当するお子さん
（平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）

小学校6年生に相当するお子さん
（平成20年4月2日～平成21年4月1日生まれ）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

対　象　者

離乳食教室参加者募集
　初めてのお子さんで離乳食をどう進めていったらよいか分からない
方、二人目だけど離乳食に不安がある方等、離乳食教室に参加してみ
ませんか？

日時　1月26日（火）
時間　9:30～12:00/13:30～16:00 
場所　神戸町役場 正面玄関前 
対象　16歳～69歳までの方
　　　（ただし、65歳～69歳の方は、
　　　60歳以上になってから献血
　　　経験のある方）
協賛　池田・神戸ライオンズクラブ

乳幼児の相談について【予約制】

1月1日(金)～2月28日(日) 
～いつかしようを、今にしよう。
　　　　　　　はたちの献血～

骨髄・末梢血幹細胞の提供の内容を
十分に理解している方
年齢が18歳以上、54歳以下で健康な方
体重が男性45kg以上、女性40kg以上の方

対象者

申請方法
下記書類を保健センターまでご提出ください。
①神戸町がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付申
請書※町ＨＰよりダウンロードできます

②申請に係るウィッグの購入費用の額を確認できる領収
書の写し(宛名、購入日、購入金額、金額内訳、全頭用
ウィッグであること、領収書発行者の記載があるもの) 

③岐阜県がん患者医療用ウィッグ購入費助成金交付決
定通知書の写し

④振込口座の分かるもの（通帳等）
⑤印鑑（朱肉を使うもの）

申請時において神戸町に住所
があり、がんの治療を受けた方、
または現在治療中の方
申請する年度内に購入した医療
用ウィッグ本体の購入費用
10,000円又はウィッグ1台の購
入費用の2分の1の額(1,000円
未満切り捨てた額)のいずれか
低い額
※助成金の交付は、一人につき1回

実 施 日
受付時間
場 　 所
申込期限

2月5日（金）
9：30～9：45
保健センター
2月1日（月）

対 象 者

参 加 費
持 ち 物

４～６か月児（令和2年8・9月
生まれ）の保護者及び希望者
（要予約）
無料
母子健康手帳、バスタオル等
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