②年齢が 60 歳以上 65 歳未満で一定の障がいを有し、接
種を希望する人
自己負担金：1,000 円（ただし、生活保護世帯は無料）
助成期間：10 月 20 日㈪～ 12 月 25 日㈭
接種場所：三芳町・富士見市・ふじみ野市の委託医療機関

ア ットホームな雰囲気で人気の両親学級。身近な地域なら
ではの仲間づくりができ、とても人気があります。

▶対象…安定期の妊婦とその家族 ▶場所…保健センター
▶申 込方法…電話・FAX・メール・QR コード ( 右上）
で次の内容をお伝えください。➊件名：両親学級
➋名前➌住所➍連絡先➎出産予定日➏初産か経産か

【接種方法】予診票は医療機関においてあります。接種希望

11 月 15 日㈯

の人は医療機関に電話で予約の上、健康保険証を持参し接種

11 月 19 日㈬

してください。生活保護世帯の人は、接種時に生活保護受給
者証をお持ちください。接種前に医療機関に置いてある予防
接種の説明を必ず読みご理解の上、接種してください。

大人の救急電話相談開始

子宮頸がんの理解と予防
10：00 ～ 12：00（受付９:45 ～）

■場所 / 総合体育館３階研修室 ■講師 / 埼玉県立がんセンター副
病院長・横田治重氏 ■費用 / 無料 ■定員 /100 人程度
■申込方法 / ①保健センター窓口②メール③電話・FAX で申し込み。
②・③の場合は「参加者氏名・住所・電話番号・参加人数・講師へ
の質問」
を記入。■その他/保育あり。申し込み時にお伝えください。
手話通訳あり。

午前：妊娠・分娩の経過について・調理実習
午後：沐浴実習・妊婦体験
午前：先輩ママ・赤ちゃんとふれあい交流会
午後：妊娠中の栄養について

【持ち物】（１日目）母子健康手帳・筆記用具・バスタオル・手拭
タオル・エプロン・三角巾・実習費用 500 円 / 人
（２日目）母子健康手帳・筆記用具※昼食は外出、持ち込み可

がん検診普及啓発セミナー

■日時 /11 月 27 日㈭

内容

日時

10 月１日から大人を対象とした救急電話相談（＃ 7000）を開始
します。夜間の急な病気やけがに関し相談員がアドバイス。医療機
関を受診するべきか迷ったときなど、気軽にお電話ください。
■電話番号…#7000（NTT プッシュ回線、ひかり回線、携帯電話）
048-824-4199（ダイヤル回線、IP 電話、PHS)
■相談時間…18：30 ～ 22：30
■問い合わせ先…県保健医療部☎ 048-830-3538

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

インターネットで蔵書検索と予約

無料

大人のための図書館講座
―カリスマ美容師がすすめるヘアケア―

11 月４日 ㈫

三芳町図書館専用サイトで蔵書検索や予約状
況の確認ができます。ぜひご利用ください。

三芳町図書館

『みうたさんの
お芋の菓子箱』

書

一般

▶内容…健康できれいな髪でいるには？美容師さんとのつきあい方は？

小麦・卵・牛乳・白砂糖なしの
自然派おやつ
10 種のお芋でつくる

▶申込み…中央図書館で受付中。電話可。

江島雅歌 / 著 農山漁村文化協会 2009 年 12 月発行
請求記号：596 エジ

かにこそ20周年記念PART２
大人のためのストーリーテリング

11 月９日 ㈰

様々な芋を使ったお菓子のレシピ集。金時いも

無料

と紫いものフルーツロール、メークインの雑穀
粉パンケーキ、さといものチョコ風味アイスな

14:00 ～ 15:30 受付 13:30

ど、37 種を紹介。芋の特徴と使い分けのポイン

▶内容…笑い話や不思議なお話（日本・海外の物語から）。ミニ演奏会も。
▶対象・定員…大人 40 人

検索

“おいも”に関する本 別置紹介中

無料

14:00 ～ 15:30 受付 13:45

▶対象・定員…大人 30 人

トも分かる。

▶申込み…中央図書館で受付中。電話可。

探訪

３〜５歳に至るまで※

１回

あかつち

ったと考えられていまし

いわじゅく

た。しかし、戦後になる

いせき

と、有名な群馬県 岩 宿

遺跡の発見により、日本

MIYOSHI

列島にも旧石器時代が存

17

12

在したことがはっきりと

（入院等が必要な救急小児）
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
所在地 ふじみ野市駒林元町 3-1-20 富士見市鶴馬 3351-2 ふじみ野市駒林元町 3-1-20
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
月・木曜が平日 18:00 ～翌朝 8:00 まで
09：00 ～ 16：00
9：00 ～ 16：00
20：00 ～ 22：00
診療時間
月・木曜が祝日
8:00 ～翌朝 8:00 まで
20：00 ～ 22：00

しました。

休日・夜間・小児時間外診療所

発見された局部磨製石斧

実は、三芳では岩宿遺

※３歳の誕生日の当日から 5 歳の誕生日の前日まで
接種場所 / 二市一町委託医療機関（予診票は医療機関に置いてあります。
）

MIYOSHI

問 文化財保護課☎２５８―６６５５

２回

けて手斧のように使用したことが想定

１〜３歳に至るまで

接種間隔・実施期間など

【標準的な初回接種時期】１歳から１歳３か月に至るまで 【接種間隔】３月以上、標準的には初回接種終了後
6 か月から１年に至るまでの間隔をおいて１回（すでに接種した回数分を除く）
【実施期間】平成２７年３月３１日まで（過去に１回でも接種している場合は対象になりません。）

されます。

接種回数

歴史

こうした旧石器時代の石器は、関東

対象年齢

みよし

藤久保東遺跡群は、大字藤久保

ローム層（赤土）と呼ばれる地層の中

ふ じ く ぼ ひがしいせきぐん

字東一帯に広がる遺跡群で、藤久保

から発見されます。ローム層は主に富

藤久保東遺跡群
～

東遺跡・藤久保東第二遺跡・藤久保

士山や箱根山、榛名山などの噴火によ

～

東第三遺跡の総称です。いずれも旧

って吹き上げられた火山灰が降り積も

では、火山灰の降り積も

石器時代を中心とする遺跡で、石

る礫群や石器を製作した

る旧石器時代には、日本

ってできた地層です。戦前の考古学界

跡などが発見されていま

列島に人は住んでいなか

焼きバーベキューの跡と考えられ

す。遺跡群の中には
「江川」

の流れがあり、水を求め

てやってくる獲物を追っ

て旧石器時代の人たちが

この場所を訪れ、石器作

りや調理などのキャンプ

生活を送っていたことが

跡の発見に先立つ昭和 年に、のちに

発掘調査の結果明らかに

発見された遺物の中でも、藤久保

藤久保東遺跡の範囲内となる畑の赤土

なってきました。

東遺跡Ｂ地点と藤久保東第二遺跡か

の中から、農作業中に黒曜石の石器や

きょくぶま せ い

ら発見された約３万年前の局部磨製

焼石が発見されていました。このこと

せき ふ

石斧は、埼玉県内では最古級にあた

は、戦後になって三芳村（当時）の教

重症化あるいは合併症により入院しています。水痘ワクチンを接種することで重症の水痘の予防につながります。

■過去に水ぼうそうにかかったことがない人で下記の表に該当する人

26

休館日 / 毎週月曜日、月末、土・日除く祝日

▶申込み…中央図書館で受付中。電話可。

り、全国的にもわずかしか発見され

【水ぼうそう予防接種（無料）
】 水ぼうそうは感染力の強い病気です。毎年 100 万人程度の患者発生があり、4,000 人程度が

▶対象・定員…大人 60 人

育委員会に報告されたそうで、発見時

実施期間 / 平成 26 年 10 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日 実施回数 /1 回 自己負担金 /3,000 円（生活保護世帯は無料）
実施場所 / 二市一町委託医療機関
（二市一町以外の医療機関を希望する場合、
事前手続きが必要。保健センター窓口にお越しください。
）

対象・定員…３～８歳児の

14:00 ～ 15:30 受付 13:45

ていない貴重な資料です。特に、Ｂ

活が極度に制限される人（身体障害者手帳１級程度）

10 月 26 日 ㈰

☎ 258-6464

開館時間 /10:00 ～ 19:00（土・日は 18:00 まで )

絵本作家 長野ヒデ子先生講演会
―絵本のリズム・紙芝居のリズム―

に話題になっていれば、藤久保東遺跡

➋接種日に 60 歳以上 65 歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生

中央図書館

可。

地点から発見された局部磨製石斧

➊平成 27 年 4 月１日現在、次の年齢の人…65・70・75・80・85・90・95・100・101 歳以上

無料

申込み…中央図書館で受付中。電話

が日本初の旧石器時代遺跡の発見にな

送します。対象者は、これまでに任意接種を含め、肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、下記➊または➋に該当する人。

内容…絵本、ストーリーテリング等

子ども 35 人 ( 親子でどうぞ）

は、その出土状況やタール状の付着

防ぐ効果があります。対象者には制限がありますのでご注意ください。対象年齢のうち、高齢者肺炎球菌ワクチンが未接種の人には、案内を郵

図書館だより

11:00 ～ 11:40

っていたかもしれません。

【高齢者肺炎球菌予防接種】 高齢者が肺炎にかかった時、原因菌の多くは肺炎球菌です。予防接種を受けることで感染症の重症化を

10 月 19 日㈰

－お楽しみプログラム－

物が見られることなどから、柄を付

高齢者肺炎球菌予防接種・水ぼうそう予防接種が 10 月から定期接種になります。

えほんとおはなしのへや

▼

地域でママ友づくり〜ミントコース〜
Mama's Time（両親学級）

下記のイベント会場は全て中央図書館視聴覚室です。

▼

助成対象：接種日に①年齢が満 65 歳以上の人

258-5994

▼

高齢者インフルエンザ
予防接種が 10/20 から開始

☎ 258-1236

※子ども向けのイベントは、Ｐ にも掲載しています。

保健センター 〒 354-0041 藤久保 185-1
hoken@town.saitama-miyoshi.lg.jp

保健・健康 / Health
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