⑫「菊作り愛好会」の会員を募集します

⑬「布ぞうり教室」の参加者を募集します

秋の恒例のイベントである「笠間の菊まつ
り」を市民の皆さんと一緒に盛り上げるため、
「菊作り愛好会」の会員を募集します。市営
菊栽培所職員が、親切・丁寧にお教えします。
この機会に会員になり、
「笠間の菊まつり」
を皆で盛り上げましょう。
募集人員 10 名程度
会費 無料
※ただし、材料費は自己負担です。
募集期限 4 月 30 日（水）
申込方法 電話で住所、氏名、電話番号を
お知らせください。
申・問 商工観光課（内線 517）

ボランティアサークル「夢工房いわま」で
は、毎月「布ぞうり教室」を開催しています。
随時会員を募集していますので、お気軽にお
越しください。
日時 毎月第 1 月曜日 午前 9 時～正午
会場 ボランティアセンターいわま
(笠間市下郷 5140 市民センター
いわま内）
講師 ボランティアサークル「夢工房いわま」
定員 5 名(先着順)
教材費 200 円
申込方法 電話でお申し込みください。
申・問 笠間市社会福祉協議会 岩間支所
℡0299-45-7889

こうれい こ う ざ

65 歳以上の方を対象にした健康講座を開催します。運動、栄養、歯（口腔）などについて楽し
く学び、幸せに年齢を重ねられる身体を目指しましょう。参加費は無料です。（要予約）
対象 市内在住の 65 歳以上で、介護が不要な方
実施期間 各地区全 10 回実施
会場
期間
定員
5 月 20 日（火）～11 月 27 日（木）

友部保健センター

5 月 28 日（水）～平成 27 年 2 月 24 日（火）

笠間保健センター

10 月 21 日（火）～平成 27 年 2 月 25 日（水）

各回 30 名（先着順）

内容 椅子体操、ロコモティブシンドローム予防体操、栄養講話、調理実習、歯科医師講話、
口腔ケア、脳トレーニングとレクリエ―ション
会場
岩間保健センター
友部保健センター

内容

開催日

平成 26 年 4 月 1 日から予防接種の接種間隔が次のように変更になりました。
予防接種の種類
回数・間隔
ヒブワクチン（Hib）
※初回接種開始時に
生後 2～7 か月に
至るまでの場合

ヒブワクチン（Hib）
※初回接種開始時に
生後 7～12 か月に
至るまでの場合

小児用肺炎球菌ワクチン
※初回接種開始時に
生後 2～7 か月に
至るまでの場合

⑭「幸齢講座」の参加者を募集します

岩間保健センター

⑥予防接種の接種間隔変更のお知らせ

時間

椅子体操

5 月 20 日(火）、6 月 19 日（木）

歯科医師講話

5 月 28 日（水）

口腔ケア

6 月 5 日（木）、6 月 27 日（金） 午前 10 時～11 時 30 分

午後 1 時 30 分～3 時

初回接種

生後 27 日以上、標準的には 56 日までの間隔で 3 回。
ただし、2 回目および 3 回目の接種は、生後 12 か月を
超えた場合は行わない。この場合の追加接種は、初回接
種終了から 27 日以上の間隔をおいて 1 回行う。

追加接種

初回接種終了から 7 か月以上、標準的には 13 か月まで
の間隔で 1 回。

初回接種

生後 27 日以上、標準的には 56 日までの間隔で 2 回。
ただし、2 回目の接種は生後 12 か月を超えた場合は行
わない。この場合の追加接種は、初回接種終了から 27
日以上の間隔をおいて 1 回行う。

追加接種

初回接種終了から 7 か月以上、標準的には 13 か月まで
の間隔で 1 回。

初回接種

標準的には生後 12 か月までに、27 日以上の間隔で 3 回。
ただし、2 回目および 3 回目の接種は生後 24 か月まで
に行い、それ以降は実施しない。また、2 回目の接種が
生後 12 か月を超えた場合、3 回目の接種は行わない。

追加接種

初回接種終了から 60 日以上の間隔で、生後 12 か月以降
に 1 回。

小児用肺炎球菌ワクチン
※初回接種開始時に
生後 7～12 か月に
至るまでの場合

初回接種

標準的には生後 13 か月までに、27 日以上の間隔で 2 回。
ただし、2 回目の接種は生後 24 か月までに行い、それ
以降は実施しない。

追加接種

初回接種終了から 60 日以上の間隔で、生後 12 か月以降
に 1 回。

4 種混合

初回接種

生後 20 日以上、標準的には 56 日までの間隔で 3 回。

初回接種

生後 6 日以上、標準的には 28 日までの間隔で 2 回。

追加接種

初回接種終了から 6 か月以上、標準的にはおおむね 1
年の間隔で 1 回。

日本脳炎
問

友部保健センター ℡ 0296-77-9145
笠間保健センター ℡ 0296-72-7711
岩間保健センター ℡ 0299-45-7888
健康増進課（内線 592）

※各地区の全日程は、広報かさま 5 月号に掲載します。詳細は各保健センターにお問い合わせく
ださい。
定員 各回 30 名（先着順）
※全講座一括の申し込みや、希望の講座のみの参加も可能です。
申込方法 参加希望講座の開催日の 7 日前までに、ご希望の保健センターに直接または電話で
お申し込みください。
申・問 友部保健センター ℡ 0296-77-9145
笠間保健センター ℡ 0296-72-7711
岩間保健センター ℡ 0299-45-7888
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市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納期限内の納付をお願いします。

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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