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からだ楽々教室参加者を募集します

～しなやかな・からだづくり～

からだ楽々教室では、自宅でできる体のケアやトレーニングの方法を学びます。誰でも簡単にでき

るストレッチで、普段使わない筋肉を伸ばしたりします。運動しやすい服装で、ぜひご参加ください。

○日 時 ３月２６日（木） 午前９時３０分～午前１１時 横田公民館（横田）

(場 所) ３月２７日（金） 午前９時３０分～午前１１時 ゆうゆう館（中川）

○参加費 １５０円

○持ち物 健康手帳（お持ちでない方は、当日配付いたします）

○講 師 島田 一郎さん

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５
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新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルス感染症が世界的に流行していますが、現状できる対策等をお知らせします。

【対策】

新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザなどの感染症にも共通の対策です。

まずは、２つのポイントを紹介します。

その他、指先の消毒、十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な湿度（５０～６０％）を保つこと

なども大事になります。

また、店舗や事業所、企業などでは消毒剤の設置などを行い、集団感染の予防に努めてください。

【新型コロナウイルス関連情報】

新型コロナウイルス関連の新たな情報が随時更新されています。詳しくは、厚生労働省や首相官邸

のホームページをご覧ください。

また、福島県のホームページにおいても、感染症予防策のほか、感染が疑われる場合の対応など

が掲載されています。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

（首相官邸のHPから引用）
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風しんの予防接種で

未来の赤ちゃんを守りましょう！！

（１）幼児期・小学校就学前の第２期定期接種を受けましょう

（２）風しんの追加的対策を活用し、定期接種を受けましょう

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

【第１期】１歳児 第１期は、医療機関への受診の際に接種することができます。

【第２期】５～７歳未満で

小学校就学前の

１年間の者

第２期は健診が少なくなるため、接種機会を逃してしまうことが多く

なります。そのため、保護者は小学校就学前の「就学時健診」の際に

母子手帳を確認し、入学前までに接種できるよう注意してください。

妊婦、とくに妊娠初期の女性が『風しん』にかかると、赤ちゃんにも感染し『先天性風しん症

候群』という病気にかかってしまうことがあります。症状は、耳が聞こえにくい、目が見えにく

い、生まれつき心臓に病気がある、発達がゆっくりしているなどがあり、赤ちゃんが病気にかか

らないよう、社会全体で風しんの予防に努め、家族、周りの人が未来の赤ちゃんを守りましょ

う！！

対象者 留意事項

《風しんの追加的対策とは？》

これまでに風しんの公的接種の機会がなく、抗体を持つ割合が低い世代となっている４０歳か

ら５７歳まで（令和元年度）の男性に対して、抗体検査を受けることができる取組を令和３年度

まで実施します。金山町では、対象者に令和元年６月末にすでにクーポン券をお送りしています。

※お手元に届いたクーポン券は、健康診断の機会やお近くの医療機関で抗体検査を受けることが

できます。金山町国保診療所でも受けることができます。

※風しんへの抗体力が無いこと（抗体なし）がわかった場合、予防接種を必ず受けましょう。

対象者は『風しんの抗体検査』及び『予防接種』が原則無料となります。

感染者の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るしぶき（飛沫）を吸い込んで感染します。小児

は発熱、発疹、首や耳の後のリンパ節が腫れて、数日で治ります。まれに、高熱や脳炎になり

入院することがあります。成人は高熱・発疹の長期化や関節痛など重症化の可能性があります。

風しんとは

妊娠初期（20週以前）に風しんに感染すると赤ちゃんが先天性心疾患・白内障・難聴を特徴

とする「先天性風しん症候群」をもって生まれてくる可能性が高くなります。

先天性風しん症候群とは
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３ 月 の 診 療 体 制

本所医科外来担当（受付終了時間は午後４時です）

◆健診や予防注射が予定されている場合は、終了までお待ちいただきます。

・５日(木) 午後３時～ 保育所入所児健診

◎インフルエンザが疑われる症状の方は、本所で受診ください。（各出張所には隔離する部屋がないため）

◎問い合わせ：金山町国民健康保険診療所 ☎５４－２０３１

曜 日 午 前 午 後

月 押部 先生
午後３時３０分まで休診
（かねやまホーム出張診療）

火 押部 先生 浅野 先生（宮下病院医師）

水
４日、１８日 押部 先生 押部 先生

１１日、２５日 押部 先生 浅野 先生（宮下病院医師）

木 押部 先生 町野 先生（会津医療センター医師）

金 浅野 先生（宮下病院医師） 佐藤 先生（宮下病院医師）

診療所だより

歯 科 診 療 案 内
○ 月～金 午前９時～正午 午後１時～午後５時 （電話予約可能）

※上記以外の時間でも、可能な限り対応します。（仕事や学校に行く前、終わってから、など）

時間外診療を希望される方は、電話でご相談ください。

○ 担当医 ： 市川先生

【 歯科休診のお知らせ 】
○ 下記のとおり歯科医師が不在となりますので、ご了承ください。

・ ３日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療 ・５日(木) 午後３時～ 保育所入所児健診

・１７日(火) 午後 かねやまホーム訪問診療

沼沢出張診療所
○ 毎月第２・第４水曜日

３月診療日：１１日、２５日

○ 午後１時３０分～２時３０分
（受付午後２時まで）

○ 担当医：押部信之先生

電話 ５５－３２５１

横田出張診療所
○ 毎週 火曜日・木曜日

○ 午後１時３０分～３時３０分
（受付午後３時まで）

○ 担当医：押部信之先生

※ ３月１９日（木）は、都合により休診と

させていただきます。

電話 ５６－４２４２



5

宮下病院からのお知らせ

宮下病院では毎週木曜日、愛ばんしょ外来を開設しています。

● 病気や障害があり自宅で生活を送っている方の介護や生活についての相談窓口

● 地域で暮らす方の健康の維持・増進、病気を予防するための健康教室

● 地域で暮らす方々が気軽に立ち寄り、交流する場所の提供を目的として、皆様の

お手伝いをさせていただきます。

●相談コーナー 午前９時～正午・午後１時～午後４時

○時 間 健康教室 午前１０時３０分～午前１１時

（健康教室内容・時間は、都合により変更になる場合があります。）

○場 所 宮下病院 外来待合室

費用は無料、予約は不要です。どなたでも利用できますのでお誘い合わせのうえ、お気

軽にお越しください。

◎問い合わせ：宮下病院 ☎５２－２３２１

クマ、イノシシ、シカ等を見かけたら連絡してください

町内でクマ、イノシシ、鹿等の出没が相次いでいます。迅速な捕獲等の対策には出没情報が必要な

ため、金山町鳥獣被害対策実施隊まで出没情報の提供にご協力ください。

また、暖冬により冬眠していないクマの人身被害が全国で発生していますのでご注意ください。

緊急連絡先 金山町鳥獣被害対策実施隊隊長 五ノ井 清二 ☎０９０－５８４０－０７５６

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

３月 ３日（火） 住民交流事業 「メッセージカード作り」

３月 ５日（木） 健康教室 「慢性硬膜外血腫について」 講師：看護師

３月１２日（木） 健康教室 「湿布薬について」 講師：薬剤師

３月１９日（木） 健康教室 「慢性硬膜外血腫について」 講師：看護師

３月２６日（木） 健康教室 「湿布薬について」 講師：薬剤師
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山菜の販売・提供に注意

野生山菜の販売（卸売り含む）、加工品の製造、宿泊や飲食施設で食事を提供する際には、登録済

みの生産者より放射性物質の検査を行ったものを仕入れて使用してください。

なお、自ら採取した山菜を使用する場合も生産者登録が必要ですのでご注意ください。

※生産者登録を行わない場合、山菜の販売はできません。

主要な山菜のモニタリング検査実施状況（令和２年）

※令和２年２月１８日（火）時点の検査実施状況です。

※原則火曜日の検査を受ける場合は前週の木曜日までに、金曜の検査を受ける場合は火曜日まで

に産業係へお持ちください。

※金山町産のこしあぶらは出荷制限を受けているため販売できません。

◎問い合わせ：産業係 ☎５４－５３２２

桐の育て方報告会開催のお知らせ

三島町で桐の栽培についての報告会が開催されます。申し込みは不要ですので、お気軽にご参加く

ださい。

○日 時 令和２年３月１１日（水） 午後６時～７時３０分 「午後５時３０分開場」

○場 所 三島町町民センター 大ホール

○講 師 藤田旭美（三島町建設課 桐専門員）

○内 容 三島町における桐振興事業の紹介、暫定版「三島町桐栽培の手引き」について

◎問い合わせ：三島町産業建設課 産業係 ☎０２４１－４８－５５６６

検査状況 品目名（検査結果）※単位（Bq/kg）

実施済み

（登録済みの生産者のみ販売できます） ふきのとう

未実施

（販売できません）

うど、ふき、こごみ、わらび、うるい、えら、みず、

しどけ、たらのめ、さんしょう、ぜんまい
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境界線問題の解決を支援します

土地の境界線でお悩みではありませんか？福島地方法務局と福島県土地家屋調査士会では、連携し

て境界問題の解決を支援します。

○筆界特定制度（筆界を明らかにします）

・法務局の職員が専門家の意見を聴いて、申請者等の意見に拘束されることなく真実の筆界を探し

現地で筆界を特定します。

※明渡しなど、所有権に関する問題を直接解決することはできません。

○土地家屋調査士会ＡＤＲ制度（境界全般を解決します）

・土地家屋調査士が弁護士と一緒に相談・調停に応じ、柔軟に解決のお手伝いをします。

※相手方の応諾がないと手続を進めることができません。

◎問い合わせ：筆界特定制度は、福島地方法務局不動産登記部門 ☎０２４（５３４）２０４８

土地家屋調査士会ＡＤＲ制度は、境界紛争解決支援センターふくしま

☎０２４－５３５－３９３７

自動車の変更登録はお済みですか

自動車税種別割は、毎年４月１日現在で、運輸支局に登録されている所有者（売主等が所有権を留保してい

る時は使用者）に課税されます。毎年、「持っていない車の納税通知書がきた」「納税通知書がこない」等の問

い合わせが数多く寄せられています。

納税通知書が間違いなく届くように、次のような場合は３月３１日（火）までに運輸支局で登録手続きを済

ませましょう。

・住所が変わった

・自動車を人に譲った

・廃車した

◎問い合わせ：会津地方振興局県税部 ☎０２４２－２９－５２６１
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３月の資源回収

町内全域

川口・沼沢地区のみ

西谷・本名・横田地区のみ

※殺虫剤などのスプレー缶の中身が残っていると、処理をする際に爆発し、

大変危険です。中身を使い切り、穴をあけてから捨ててください。

※燃やせるごみはよく水気を切って出してください。

冬期間は各地区でごみ集積所周辺の除雪をお願いします。ごみ収
集業務の円滑な実施のためにご理解、ご協力をお願いいたします。

◎問い合わせ：保健福祉係 ☎５４－５１３５

月 日 種 類

３月 ４日(水) プラスチック容器包装

１８日(水) プラスチック容器包装

月 日 種 類

３月１８日（水）缶類

２５日（水）不燃ごみ

月 日 種 類

３月 ４日（水）缶類

１１日（水）不燃ごみ


