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鶴ヶ島ESS(英会話学習)
日　毎週金曜日(祝日を除く)15時〜
16時
場　女性センター
問　渡

わたなべ

辺☎285・8929

若葉自彊術(健康体操)
日　毎週木曜日(月4回)13時〜14時
30分
場　富士見市民センター
問　橋

はしもと

本☎285・9610

仲間になりませんか
西部卓球クラブ
日　毎週土曜日19時30分〜21時30
分
場　新町小学校
問　八

や け た

桁☎090・5417・9816

シクラメンの会(大正琴)
日　第2・4金曜日10時30分〜12時
場　西市民センター
問　白

し ら き

木☎285・7825

掲示板

第5回ART48(水彩画)展
日　5月12日(火)〜17日(日)10時〜
17時(初日13時から、最終日15時ま
で)
場　中央図書館
料　無料
問　鶴

つるおか

岡☎090・2660・8726

第30回夏の歌声サロン「風輪」
日　6月20日(土)13時30分 〜16時
(受付・開場13時〜)
場　富士見市民センター
料　前売券500円・当日券600円(夫
婦割引あり)
申	問　田

た な か

中☎090・7837・9716(18
時〜21時)　※　当日参加も可

出かけてみませんか

7月号の原稿締切は､ 5月22日(金)です。
※「仲間になりませんか」のコーナーは､ 同一サークルなどは年1回の掲載です。そ
れ以外の原稿は､ 同一サークル年3回までで、同一号には1件までの掲載に限らせて
いただきます。

日本脳炎の予防接種を受けましょう

日本脳炎予防接種は、平成17年度から平成21年度にかけて積極的
勧奨の差し控えにより予防接種を見合わせた方がいます。そのた
め、定期接種の対象年齢が拡大され、下記の方は日本脳炎を定期
接種(無料)で受けることができます。第1期と第2期あわせて4回の
接種が必要となりますので、母子手帳で接種履歴を確認し、必要
な方は予防接種を受けましょう。

対象者・接種年齢
①平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方
　→20歳の誕生日の前日まで
②平成19年4月2日から平成21年10月1日までの間に生まれた方
　→不足している回数を9歳から13歳の誕生日の前日まで

※今年度18歳になる、平成14年4月2日から平成15年4月1日まで
の間に生まれた方は、第2期の予防接種を受けていない方が多くみ
られます。接種履歴を確認し、接種していない場合は早めに予防
接種を受けましょう。
問　保健センター☎271・2745

「歯と口の健康フェア2020」・「8020
よい歯のコンクール」中止のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大を予防す
るため、6月7日(日）に開催する予定の「歯
と口の健康フェア2020」および「8020よ
い歯のコンクール」は中止となりました。
問　保健センター☎271・2745

広告

17� Tsurugashima　2020.5

「保存版」として広報から切り取ってご利用ください。
問合先　健康長寿課健康増進担当
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人間ドックなどの受検費用の補助を行っています

人間ドックまたは脳ドックは詳しい検査を多項目にわたり行い、病
気の早期発見に効果的です。国民健康保険および後期高齢者医療で
は、受検費用に対する補助を行っています。
【対象】
・国民健康保険に加入している年齢が満30歳以上の方で、申請時
			に国民健康保険税の未納がない方
・後期高齢者医療に加入している方で、申請時に後期高齢者医療
			保険料の未納がない方
【令和2年度に75歳を迎えられる方へ】
後期高齢者医療の健康診査、国民健康保険の特定健診および、国民
健康保険の人間ドック・脳ドックの補助を受けた方は、令和2年度
中の後期高齢者医療人間ドック等補助の対象となりません。
【補助回数】　
人間ドック・脳ドックのいずれかを年度内に1回
【検査結果の提出】
国民健康保険に加入している方で、人間ドックまたは脳ドックの
受検費用の助成を受けた方は、検査結果を提出してください。
問　保険年金課国民健康保険担当、高齢者医療担当

献血にご協力をお願いします

輸血用血液が不足しています。皆さんのご協力をお願いいたします。
日　5月28日(木)10時〜11時45分、13時〜16時
場　市役所　内　400・200ml献血
持　本人確認書類(運転免許証など)
問　保健センター☎271・2745

　内閣府の高齢者白書(平成29年度)によれば、日本人の認知症高齢者数は2012年の時点で462万人、
65歳以上の高齢者の約7人に1人(15％)であり、2025年には5人に1人(20％)の割合まで増加すると推定
されています。
　「認知症」は生活習慣病と深い関係があることが分かってきています。「認知症」を予防するには生活
習慣病の予防を心がけ、高血圧症や糖尿病などがあれば、きちんと治療に取り組むことが大切です。
　「認知症」を予防するための食事は、バランスの良い食事、暴飲暴食は控え、減塩の食事を心がけることです。食事の中で、
積極的に取り入れたい食材としては、悪玉コレステロールや中性脂肪を下げる作用のあるDHAやEPAを含む青背の魚、動脈
硬化を防ぐ作用を持つ抗酸化物質や葉酸を含む緑黄色野菜、豆類、果物などです。肉よりは魚のメニューを選び、野菜や豆
のおかずを1回の食事で2皿程度を食べるようにしましょう。また、日々の食事を調理し、食卓を整えることも認知症予防に
は効果的です。食事作りは、献立を考え、材料を用意し、食材を切ったり、味をつけたり、そして台所で立って作業するため、

実に様々な体の機能を使います。毎日の食事作りと食べることを楽しんで認知症を予防しましょう。

女子栄養大学栄養クリニック 管理栄養士　由
ゆ い

井 美
み わ

和 

認知症予防のための食事 健  康

応 援 団

No.183

指定医療機関 指定外医療機関
区分 人間ドック 人間ドック・脳ドック
検査料 3万8500円(税込) 医療機関によって異なります

補助金 2万円 	消費税を除く検査料の1/2
限度額2万円

自己
負担額 1万8500円(税込) 医療機関、検査内容に

よって異なります

申請方法 受検前に申請
※　電話申込可 受検後に申請

持ち物
保険証

※　受検後、人間
ドック検査結果を
提出してください

保険証、印鑑、振込先の口座
情報が確認できるもの、領収書
（原本）、人間ドック検査結果

糖尿病性腎症重症化予防対策事業を
実施します

糖尿病は、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるだ
けでなく、重症化すると腎症、網膜症、神経障害
など日常生活に大きな影響を及ぼす合併症を引き
起こす病気です。
重症化予防のためには、病気の早期発見と継続的
な治療、食事や運動面での生活習慣の改善が重要
とされています。
市では、埼玉県および埼玉県国民健康保険団体連
合会と共同で、国民健康保険被保険者を対象に、
特定健診のデータや医療機関受診状況を分析し、
糖尿病性腎症重症化予防対策事業を実施します。
該当する方には、次のご案内をお届けします(一
部電話連絡を含む)。案内の送付を希望しない方
は、5月15日(金)までにご連絡ください。
【受診勧奨のご案内】
「受診勧奨通知」の郵送や受託業者が電話連絡を
行います。
対象
①糖尿病の治療が必要な方
②糖尿病の治療を中断された方
【生活指導のご案内】
適切な食事の摂り方や適度な運動の実践など生活
習慣病を改善するための「生活習慣改善支援プロ
グラムのご案内」を郵送します。
対象
糖尿病性腎症(※)の重症化リスクが高い方で主治
医の先生が必要と認めた方
※　糖尿病性腎症
糖尿病の合併症の1つで高血糖状態が続くことに
より、腎臓の機能が損なわれ、血液中の老廃物を
尿として排出できなくなり、最終的に腎不全とな
る危険な病気
問合先　保険年金課国民健康保険担当
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