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  4日(金）
  18日(金）
  17日(木）
  15日(火）
  28日(月）
  7日(月）

  4日(金）

  16日(水）

  16日(水）
7日(月）

3日(木）

17日(木）

17日(木）

10日(木）
17日(木）
30日(水）
4日(金）

11日(金）
18日(金）
25日(金）

おやこでふれあい遊び
子育て講座（皮膚科医師によるお話）　※要予約
おやこで運動遊び
おはなしわくわくタイム（絵本の読み聞かせ）
水遊び
水遊び
おやつ作り＆７月生まれの誕生会　
対象/Ｈ22年4月～Ｈ24年3月生まれの子どもと保護者

14日(月）

16日(水）

22日(火）
10日(木）
11日(金）

25日(金）

 26日(土）

臨床心理士による育児の悩みや発達に関する相談  ※要予約

対象/母親ほか　先着4組　※要予約　●
対象/6か月までの乳児とその保護者　先着10組　※要予約

音楽に親しみ親子で自由に表現しよう！

対象/1歳6か月頃～就学前の子どもと保護者
参加費100円/人　先着20組　※要予約

臨床心理士による育児の悩みや発達に関する相談  ※要予約
親子の交流会　対象/おおむね1歳までの乳児と母

手遊び･工作など､みんなで楽しめる時間
健康運動指導士の指導による親子体操

親子で音楽にあわせて身体を動かすことを楽しもう！

幼児食試食会

対象/生後9か月以降の赤ちゃんとその家族（3回食頃）

11:00～12:00

  18日(金）

  28日(月）

  15日(火）

  23日(水）
  9日(水）

  22日(火）
  22日(火）
  22日(火）
  18日(金）
  28日(月）
  15日(火）

9:00～12:00

  10日(木）
  14日(月）

  17日(木）
  22日(火）
  15日(火）
  16日(水）

  9日(水）

  3日(木）
  8日(火）

  8日(火）

  2日(水）･9日(水）
  16日(水）･23日(水）

  2日(水）･16日(水）

ぱんだの会 10:00～11:30
対象/ふたごちゃん･みつごちゃんの子どもと保護者  22日(火）ふたご･みつごちゃんの会 14:00～16:00
対象/Ｈ24年4月～Ｈ25年3月生まれの子どもと保護者  24日(木）うさぎの会 10:00～11:30
親子で音楽に触れながら､身体を動かしましょう。  25日(金）ミュージックタイム 10:30～11:30

10:00～11:00

9:30～11:30

対象/妊娠6～9か月くらいの妊婦さんとその家族
参加費500円　※要予約　先着6組

小児科医による乳幼児の病気と発育に関するミニ講座
テーマ／夏かぜ

助産師による赤ちゃんマッサージの指導
※準備する物：バスタオル

リズムや音楽に合わせて体を動かします。

身体計測､子育て･栄養相談　●
対象/0～3歳　絵本の読み聞かせとお話で遊ぼう。
乳幼児の身体測定及び誕生会　●

乳幼児の身体測定及び発達相談　●

乳幼児の身体計測･発達相談　●

7月の健康カレンダー7月の健康カレンダー7月の健康カレンダー

～乳幼児健診～ 次の乳幼児健診は郵送で案内します
⇒4か月児健診【H26年2月生まれ】 1歳6か月児健診【H24年12月生まれ】 3歳児健診【H23年6月生まれ】    

※三種混合ワクチンが、平成26年秋頃から製造中止となります。
4回の接種がまだの人は、早めに接種しましょう。詳しくは、健康増進課またはかかりつけ医に相談しましょう。

 
　　　　 

 
対象：年度末に満70歳以上（昭和20年4月1日以前生まれ）の方
 （市役所、医療機関への事前申込により、接種券を発行します。接種期限は
　9月30日ですので、お早目にお申込みください。）

予　防　接　種

・子どもの予防接種（定期接種）※無料（医療機関に事前に予約が必要です。）

・高齢者肺炎球菌予防接種　※個人負担金5,000円 予防接種については、
健康増進課まで

お問い合わせください。
☎ 21-6829

予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないよう予防しましょう。出雲市で行う予防接種は、全て個別接種です。
子どもの予防接種は接種の期間や回数、間隔が定められています。母子健康手帳、予防接種手帳をご確認ください。

お知らせ

特 定 健 診

市では、次のとおり特定健診等を行います

受けていますか？受けていますか？

島　根　県　保　険　者　協　議　会

事務局：島根県国民健康保険団体連合会　http://www.shimane-kokuho.or.jp/
　　　 （本会ホームページ内「島根県保険者協議会」）

◆基本的な健診（必須項目）
　問診、理学的検査、身体測定、腹囲、血圧測定、
　脂質検査、血糖検査、肝機能検査、腎機能検査
◆詳細な健診　※医師が必要とした人のみ行います
　貧血検査、心電図検査、眼底検査

健康長寿しまね
マスコットキャラクター

まめなくん

肝炎ウイルス検診

後期高齢者健康診査

出雲市国民健康保険 若年齢層健康診査

検 査 項 目

　　　　   

特定健診・保健指導を受けて、
のばそう健康寿命！

　特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の前段階であるメタボ
リックシンドロームを発見するための健診で、加入している医療保
険者によって年１回実施されます。腹囲の測定等により、メタボ
リックシンドロームの該当者とその予備群となる方を早期に発見
し、改善の指導を行うことを目的としています。生活習慣病になら
ないためにも、まずは特定健診を受けましょう。
　詳しくは、国保の方は健康増進課へ、被用者保険の方はお持ちの
保険証を発行した保険者へおたずねください。

（市町村国保、医師国保組合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、島根県ほか）

※島根県保険者協議会は、島根県内の医療保険の保険者が連携協力して、
　効果的に被保険者等の健康保持、増進を図ること等を目的として設置されています。　　

●受診場所／市内医療機関（市から送付する案内文や市ホームページなどでご確認ください）
●期間／７月１日（火）～９月３０日（火）

●健診の種類・対象等／次の区分で行います。どの区分の健診も自己負担金は無料です。

出雲市国民健康保険  特定健康診査

○対象者／今年度40歳から74歳の出雲市国民健康保険加入者
※受診日に75歳になった方は、後期高齢者健康診査の受診と

なります。
○持参するもの／国民健康保険証、健康手帳（お持ちの方）、

受診券と質問票（4月末時点で加入の方へ6月下旬に郵送し
ます）

●保健指導／特定健診の結果から、生活習慣の改善が必要と
された人に対しては特定保健指導を実施します。（健診終了
後、別途案内を送付します。）

○対象者／満75歳以上（一定の障がいのある65歳以上の方を含
む）の後期高齢者医療の方

○持参するもの／後期高齢者医療被保険証、健康手帳（お持ちの
方）※受診券はありません。

○対象者／20歳から39歳の出雲市国民健康保険加入者
○持参するもの／国民健康保険証、健康手帳（お持ちの方）
　※受診券はありません。

○対象者／・今年度40歳の希望者
・41歳以上で今までに肝炎ウイルス検診を受けていな

い希望者
※肝炎ウイルス検診は出雲市国民健康保険加入者以外の方も受診
　できます。
※単独の検診は実施していません。必ず、健診とあわせて受診し
　てください。
○検査項目／血液検査（Ｃ型肝炎検査、Ｂ型肝炎検査）

特定健康診査等の健診に関するおたずねは　健康増進課　☎２１－６９７６

※受診結果については、受診した医療機関で直接説明を受けてください。
※生活保護世帯の方は医療機関の窓口で申し出てください。
※医療機関による健診のほか、集団健診を実施している地域もあります。詳しくは、各支所におたずねください。
※別途実施する集団健診や、事業所での健康診断を受診される方は、医療機関での健診は受けることができません。

保健指導の利用者はもちろん、特定健診の受診者も、
受診をきっかけに健康づくりを始める人が多く、翌
年以降の健診結果が改善する傾向にあります。

～ 年に１度は必ず健診を受けましょう ～
40 歳から 74 歳までの被保険者、被扶養者の方すべてが対象です
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臨床心理士による育児の悩みや発達に関する相談  ※要予約

対象/母親ほか　先着4組　※要予約　●
対象/6か月までの乳児とその保護者　先着10組　※要予約

音楽に親しみ親子で自由に表現しよう！

対象/1歳6か月頃～就学前の子どもと保護者
参加費100円/人　先着20組　※要予約

臨床心理士による育児の悩みや発達に関する相談  ※要予約
親子の交流会　対象/おおむね1歳までの乳児と母
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親子で音楽にあわせて身体を動かすことを楽しもう！

幼児食試食会

対象/生後9か月以降の赤ちゃんとその家族（3回食頃）

11:00～12:00

  18日(金）

  28日(月）

  15日(火）

  23日(水）
  9日(水）

  22日(火）
  22日(火）
  22日(火）
  18日(金）
  28日(月）
  15日(火）

9:00～12:00

  10日(木）
  14日(月）

  17日(木）
  22日(火）
  15日(火）
  16日(水）

  9日(水）

  3日(木）
  8日(火）

  8日(火）

  2日(水）･9日(水）
  16日(水）･23日(水）

  2日(水）･16日(水）

ぱんだの会 10:00～11:30
対象/ふたごちゃん･みつごちゃんの子どもと保護者  22日(火）ふたご･みつごちゃんの会 14:00～16:00
対象/Ｈ24年4月～Ｈ25年3月生まれの子どもと保護者  24日(木）うさぎの会 10:00～11:30
親子で音楽に触れながら､身体を動かしましょう。  25日(金）ミュージックタイム 10:30～11:30

10:00～11:00

9:30～11:30

対象/妊娠6～9か月くらいの妊婦さんとその家族
参加費500円　※要予約　先着6組

小児科医による乳幼児の病気と発育に関するミニ講座
テーマ／夏かぜ

助産師による赤ちゃんマッサージの指導
※準備する物：バスタオル

リズムや音楽に合わせて体を動かします。

身体計測､子育て･栄養相談　●
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乳幼児の身体測定及び発達相談　●
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7月の健康カレンダー7月の健康カレンダー7月の健康カレンダー
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⇒4か月児健診【H26年2月生まれ】 1歳6か月児健診【H24年12月生まれ】 3歳児健診【H23年6月生まれ】    

※三種混合ワクチンが、平成26年秋頃から製造中止となります。
4回の接種がまだの人は、早めに接種しましょう。詳しくは、健康増進課またはかかりつけ医に相談しましょう。

 
　　　　 

 
対象：年度末に満70歳以上（昭和20年4月1日以前生まれ）の方
 （市役所、医療機関への事前申込により、接種券を発行します。接種期限は
　9月30日ですので、お早目にお申込みください。）

予　防　接　種

・子どもの予防接種（定期接種）※無料（医療機関に事前に予約が必要です。）

・高齢者肺炎球菌予防接種　※個人負担金5,000円 予防接種については、
健康増進課まで

お問い合わせください。
☎ 21-6829

予防接種で免疫をつけ、感染症にかからないよう予防しましょう。出雲市で行う予防接種は、全て個別接種です。
子どもの予防接種は接種の期間や回数、間隔が定められています。母子健康手帳、予防接種手帳をご確認ください。

お知らせ

特 定 健 診

市では、次のとおり特定健診等を行います

受けていますか？受けていますか？

島　根　県　保　険　者　協　議　会

事務局：島根県国民健康保険団体連合会　http://www.shimane-kokuho.or.jp/
　　　 （本会ホームページ内「島根県保険者協議会」）

◆基本的な健診（必須項目）
　問診、理学的検査、身体測定、腹囲、血圧測定、
　脂質検査、血糖検査、肝機能検査、腎機能検査
◆詳細な健診　※医師が必要とした人のみ行います
　貧血検査、心電図検査、眼底検査

健康長寿しまね
マスコットキャラクター

まめなくん

肝炎ウイルス検診

後期高齢者健康診査

出雲市国民健康保険 若年齢層健康診査

検 査 項 目

　　　　   

特定健診・保健指導を受けて、
のばそう健康寿命！

　特定健康診査（特定健診）は、生活習慣病の前段階であるメタボ
リックシンドロームを発見するための健診で、加入している医療保
険者によって年１回実施されます。腹囲の測定等により、メタボ
リックシンドロームの該当者とその予備群となる方を早期に発見
し、改善の指導を行うことを目的としています。生活習慣病になら
ないためにも、まずは特定健診を受けましょう。
　詳しくは、国保の方は健康増進課へ、被用者保険の方はお持ちの
保険証を発行した保険者へおたずねください。

（市町村国保、医師国保組合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、島根県ほか）

※島根県保険者協議会は、島根県内の医療保険の保険者が連携協力して、
　効果的に被保険者等の健康保持、増進を図ること等を目的として設置されています。　　

健康長寿しまね
マスコットキャラクター

まめなくんまめなくん

●受診場所／市内医療機関（市から送付する案内文や市ホームページなどでご確認ください）
●期間／７月１日（火）～９月３０日（火）

●健診の種類・対象等／次の区分で行います。どの区分の健診も自己負担金は無料です。

出雲市国民健康保険  特定健康診査

○対象者／今年度40歳から74歳の出雲市国民健康保険加入者
※受診日に75歳になった方は、後期高齢者健康診査の受診と

なります。
○持参するもの／国民健康保険証、健康手帳（お持ちの方）、

受診券と質問票（4月末時点で加入の方へ6月下旬に郵送し
ます）

●保健指導／特定健診の結果から、生活習慣の改善が必要と
された人に対しては特定保健指導を実施します。（健診終了
後、別途案内を送付します。）

○対象者／満75歳以上（一定の障がいのある65歳以上の方を含
む）の後期高齢者医療の方

○持参するもの／後期高齢者医療被保険証、健康手帳（お持ちの
方）※受診券はありません。

○対象者／20歳から39歳の出雲市国民健康保険加入者
○持参するもの／国民健康保険証、健康手帳（お持ちの方）
　※受診券はありません。

○対象者／・今年度40歳の希望者
・41歳以上で今までに肝炎ウイルス検診を受けていな

い希望者
※肝炎ウイルス検診は出雲市国民健康保険加入者以外の方も受診
　できます。
※単独の検診は実施していません。必ず、健診とあわせて受診し
　てください。
○検査項目／血液検査（Ｃ型肝炎検査、Ｂ型肝炎検査）

特定健康診査等の健診に関するおたずねは　健康増進課　☎２１－６９７６

※受診結果については、受診した医療機関で直接説明を受けてください。
※生活保護世帯の方は医療機関の窓口で申し出てください。
※医療機関による健診のほか、集団健診を実施している地域もあります。詳しくは、各支所におたずねください。
※別途実施する集団健診や、事業所での健康診断を受診される方は、医療機関での健診は受けることができません。

保健指導の利用者はもちろん、特定健診の受診者も、
受診をきっかけに健康づくりを始める人が多く、翌
年以降の健診結果が改善する傾向にあります。

～ 年に１度は必ず健診を受けましょう ～
40 歳から 74 歳までの被保険者、被扶養者の方すべてが対象です


