
だいじょうぶ３組
乙武洋匡 作　
講談社　2010 年９月発行　請求記号　913　オ

児 童 書

著者は『五体不満足』で知られる乙
武洋匡。３年間の小学校教諭の体験
から生まれた、手足のない先生と介
助員、そして 28 人の子どもたちの
物語。続刊あり。３月公開予定。

高知県庁に実在する「おもてなし課」
を舞台に、著者・有川浩が出身地で
ある高知県の観光特使になった際の
経験などを織り交ぜて書いた物語。
５月公開予定。

有川浩 著　　
角川書店 2011 年３月発行　請求記号　913　アリカワ

一 般 書

県庁おもてなし課 きいろいゾウ

売れない小説家の無
む

辜
こ

歩
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＝ムコと、
木々や動物の声が聞こえる妻

つ
利
まり

愛
あい

子
こ

＝
ツマ。満月の夜に出会いすぐに結婚し
た２人は、お互いに秘密や寂しさを抱
えていたが…。２月公開予定。

西加奈子 著　
小学館　2006 年３月発行　請求記号　913　ニシ

一 般 書

東日本大震災直後、釜石市の中学
校に遺体安置所が設置された。自
身も被災しながら遺体安置所に係
わる釜石の人々の姿を綴るルポル
タージュ。３月公開予定。

石井光太 著　
新潮社　2011年10月発行　請求記号　369.31　イ

一 般 書

遺体 ― 震災、津波の果てに ―

【図書館の本棚】図書館のおすすめ本「2013年公開予定映画の原作本」

中央図書館　☎ 258-6464
開館時間 /10:00 ～ 19:00（土・日は 18:00 まで )
休館日 /毎週月曜日、月末、土・日除く祝日

竹間沢分館　☎ 274-1722

開館時間 11:00 ～ 18：00
休館日 / 毎週月曜日、月末、土・日除く祝日

児童書の貸出、お話会などを行います
つくし文庫…1月19日㈯　10:00～12:00
場所／上富第１区集会所
あらた文庫…毎週火曜日15:30～18:00
場所／荒田宅(藤久保536-4 三芳東中学校近く）

Event information on a library

BOOK SELECTION

図書館だより
http://www.lib.miyoshi.saitama.jp

※子ども向けのイベ
ントは、P22 にも
掲載しています。

MIYOSHI 20

地域文庫

落語に親しむ会

日程 1 月 13 日㈰
13:30 ～ 15:00

場所 中央図書館２階視聴覚室

内容 噺家　三教亭南教
演目　古典落語「芝浜」ほか

定員 大人 50 人
申込み 中央図書館まで。電話可。

－申込受付中・無料ー

竹間沢分館のイベント紹介

大人のための図書館講座

MIYOSHI21

保健センター
〒 354-0041　藤久保 185-1　☎ 258-1236　 258-5994　

hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp
保健・健康

Health

▲

 単独の不活化ポリオワクチン「追加接種」が開始

平成 24 年９月１日から生ポリオワクチン（口から飲む）から不活化
ポリオワクチン（皮下に注射）に変更され、単独の不活化ポリオワ

クチンの初回接種（1 ～３回目）が定期接種として開始され、単独の不活
化ポリオワクチンの「追加接種」も平成 24 年 10 月 23 日から定期の予
防接種として実施されることになりました。ワクチン供給が不十分な状況
もあるので医療機関に予約のうえ、必要回数の接種を受けましょう。

【留意事項】生ポリオワクチンを２回接種した人は、単独の不活化ポリオ
ワクチンの接種は不要です。

施設名 休日急患診療所 第二休日診療所 小児時間外救急診療所 イムス富士見総合病院（入院等が必要な救急小児）
所在地 ふじみ野市駒林 353 富士見市鶴馬 3351-2 ふじみ野駒林 353 富士見市鶴馬 1967-1

電話番号 049-264-9592 049-252-4050 049-264-9592 049-251-3060
診療日 日曜・祝日・年末年始 日曜・祝日 月～土曜 月・木曜

診療時間 09：00 ～ 16：00
20：00 ～ 23：00 9：00 ～ 16：00 20：00 ～ 22：00 月・木曜が平日　18:00 ～翌朝 8:00 まで

月・木曜が祝日　 8:00 ～翌朝 8:00 まで

四種混合ワクチン（百日せき・ジフテリア・破傷
風・不活化ポリオ）が定期接種として平成 24

年 11 月 1 日から開始されました。
対象者：生後３か月から７歳６か月未満の原則、生ポ
リオワクチン、単独の不活化ポリオワクチン、三種混
合ワクチンを接種していない人。

接種回数 内容
初回接種 20 日から 56 日の間隔をおき３回接種

※ 56 日を超えることはできません

追加接種 初回接種終了後 ( ３回目の接種後）
１年以上の間隔をおいて１回接種

　接種は二市一町実施医療機関でできます。町内で不
活化ポリオワクチン、四種混合ワクチンを接種できる
医療機関は次のとおりです。

■三芳町で不活化ポリオワクチン、四種混合ワクチン
　の接種可能な医療機関

医療機関名 住所 電話番号
安田医院 上富 402-5 258-3251

イムス三芳総合病院 藤久保 266-1 258-2323
富士内科クリニック 藤久保 16-15 257-0601
山田内科クリニック 北永井 3-11 259-4462

こうの医院 北永井 694-5 257-8187

【留意事項】次のいずれかのワクチンを接種している
場合、原則として単独の不活化ポリオワクチンと三種
混合ワクチンを接種してください。
・三種混合ワクチンを１回以上接種している
・単独の不活化ポリオワクチンを１回以上接種している
・経口生ポリオワクチンを１回以上接種している

▲

 四種混合ワクチン（百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）が開始

▲ 　

個人輸入のやせ薬にご注意ください
　個人輸入のダイエット製品について、死亡事例を含
む重篤な健康被害が報告されています。入手して服用
しないでください。服用により体調異常が現れた場合、
直ちに服用を中止し、医療機関に受診し、朝霞保健所
に申し出てください。

▲ 　

ノロウイルスにご注意ください
　ノロウイルスによる食中毒は特に冬季を中心に流行
し集団発生もします。口から体内に入ることで感染し、
１～２日の潜伏期間後、下痢、嘔吐、腹痛等の症状が

現れます。予防のため、次の点に注意しましょう。
・調理や食事前、トイレ後には手洗いを十分にする。
・調理器具は十分に洗浄、消毒をする。
・食品は中央部まで十分な加熱処理をする。
・便や嘔吐物からの感染を予防するため、汚染した場
　所はマスクや手袋をして消毒する。

▲

 朝霞保健所からお知らせ 問　朝霞保健所保健予防推進担当 　☎ 048-461-0468　

休日・夜間・小児時間外診療所

なるべく事前に医療機関に予約をしてから
接種しましょう。

手洗いを十分にすることが予防になります。

一緒に絵本や物語の世界を楽しんでくれる大人がいれば、
子どもは自然に本好きに。どうぞ親子でご参加ください。

竹間沢スイミーおはなし会 竹間沢ぐりぐら絵本タイム
絵本、紙芝居、本の紹介。幼児には家庭での読
み聞かせに向く本を、小学生にはひとりで読み
やすい本を、たくさん紹介しています。

絵本、紙芝居、おすすめ本紹介。児童館「あそ
びのへや」の前に、親子で絵本に親しみます。「あ
そびのへや」会員でなくても参加できます。

日程 第 3 土曜日 10:30 ～ 11:00
場所 竹間沢公民館２階図書室
対象 4 歳～小学生

協力 ボランティアサークル「スイミーおはなし
会」の皆さん

日程
対象

【６か月～２歳の親子】
1/23 ㈬ 2/13 ㈬ 10:30 ～ 10:45

【2 歳～就学前の親子】
1/24 ㈭ 2/14 ㈭ 10:30 ～ 10:45

場所 竹間沢児童館


