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●対象年齢
　子宮頸がん…21 歳
　乳　が　ん…41 歳
※無料クーポン券の有効期限は
　11 月 30 日（金）です。
※対象者の方へ個別に郵送しました。
※転入された方は、以前お住まいの
　市町村が発行したクーポン券と
　当市のクーポン券を引き換えます
　ので、保健課までお越しください。
※若い方の子宮頸がんが増えています。
　無料の検診機会をぜひご活用ください。
※例年、有効期限の終了間際は大変混
　み合い、予約が取りにくくなります。　
　お早めにご利用ください。

子宮頸がん・乳がん検診
無料クーポン券事業

総合健診は市内どの会場でも受診できます。

日 対象地区 会場
23（月）    芦沢東区・北区・中区

芦沢農業センター
24（火）    芦沢南区・西区
25（水） 上移・横道 うつし交流館
26（木） 北移 北移・南移

コミュニティプラザ27（金） 南移・中山
29（日） 春山 1 区・2 区

文珠出張所
30（月） 文珠・石森
31（火） 大倉・新舘 瀬川出張所

総合健診
●受付時間　午前：7:30 ～ 9:30

乳がん検診【集団検診】
●受付時間　午前：9:00 ～ 10:00
　　　　　　午後：13:00 ～ 14:00
●対象　50 歳以上の女性　
※要予約

日 受付 会場
2（月）

午前・午後
都路保健センター

11（水） 常葉保健センター

17（火）
午前 おおごえふるさと館
午後 船引保健センター

18（水）
午前・午後

船引保健センター
20（金） 常葉保健センター

子宮頸がん検診【集団検診】
●受付時間　午前：9:00 ～ 10:00
　　　　　　午後：13:00 ～ 14:00
●対象　20 歳以上の女性

日 受付 会場

9（月）
午前 船引保健センター
午後 常葉保健センター

子宮頸がん・乳がんの施設検診

●施設検診は、がん検診受診希望調査
　による申込者へ個別に通知しました。
●対象者
　子宮頸がん…20 歳以上で昨年度未受
　　　　　　　　診の方
　乳　が　ん…40 ～ 59 歳で昨年度未
　　　　　　　受診の方
●実施期限　11 月 30 日（金）
※自己負担あり

たむら市政だより 4 月号の 16 ページ
に掲載しました「平成 30 年度健康診査・
がん検診・体操教室・心の健康相談年間
予定表」中の「子宮頸がん検診（集団検
診）」の会場に誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
誤：大越保健センター
正：おおごえふるさと館

【お詫びと訂正】

まごころありがとうございます 次の方から市に寄付をいただきました

◆田村 由美子さん（埼玉県）　寄付金（ふるさと納税）
◆皆川 由香利さん（東京都）　寄付金（ふるさと納税）
◆本田 一也さん（東京都）　寄付金（ふるさと納税）
◆広西 光一さん（神奈川県）　寄付金（ふるさと納税）
◆大橋 健二さん・大橋京子さん（大越町）　物品
◆ GETRANS 株式会社（郡山市）　物品

◆村上 哲三さん（東京都）　寄付金（ふるさと納税） 
◆椎野 翔さん（東京都）　寄付金（ふるさと納税）
◆渡邉 正春さん（千葉県）　寄付金（ふるさと納税）
◆竹下 和志さん ( 東京都 )　寄付金（ふるさと納税）
◆三共精粉株式会社（常葉町）　物品

 【 共通事項 】
ご利用はすべて無料です。掲載内容以外にも他の会場や日程の開催もあります。詳しくはチラシまたはホー
ムページをご覧ください。
チラシ設置場所　田村窓口、各行政局、各商工会、田村市地域職業相談室アルファ
問・申福島広域雇用促進支援協議会 田村窓口（産業部 商工課内）
　　　(61-5585　 FAX 61-5586
　　　ホームページ…働きたいネットで検索　

福島広域雇用促進支援協議会からのお知らせ

「自分再発見セミナー」＆「大人のインターンシップ」
【求職者向け】
自分の強みや向いている仕事を知る「自分再発見セミナ
ー」と、職場を見て！聞いて ! やってみる ! 体験型の就
職活動「職場体験実習 " 大人のインターンシップ " 説明
会」を開催します。同日に２つのイベントに参加できる
チャンスです。自信を持って就職活動に取り組むために、
ぜひご参加下さい。
●日時　6 月 18 日（月）
　　　　自分再発見セミナー　午後1時30分～2時45分
　　　　職場体験実習説明会　午後2時45分～3時45分
●会場　ハローワーク郡山
●内容
　【自分再発見セミナー】
　性格傾向から職業マッチングをします。自分の強みを
　再発見し、一歩を踏み出す機会にしましょう。
　事前に申込みが必要です。
　※雇用保険受給者へ参加証明書を発行します。
　　（自分再発見参加者のみ）　
　・定員　10 人
　・締切日　6 月 15 日（金）
　【職場体験実習「大人のインターンシップ」説明会】
　1 人 15 分程度の個別説明会です。申込不要です。

コミュニケーション能力講座
【個人申込型】【企業申込型】
人との関わり方、信頼関係を築くコミュニケーション術
を実践的に楽しく学ぶ講座です。
◆求職者の方へ
　・苦手な人も好きになる！
　・新たな自分の強みを発見！　
　・就職活動のアピールに役立つ！　
◆企業の方へ
　・職場の雰囲気アップ！
　・求人の応募数・定着率アップ！
　・顧客満足度アップ！
●日時　7 月 18 日（水）午後 1 時～ 4 時 30 分
　　　　　　　　　　　（受付開始午後 0 時 30 分）　
●会場　ビッグパレットふくしま
●定員　100 人程度　　
●締切日　７月３日（火）　
※雇用保険受給者へ参加証明書を発行します。

【個人申込型】 【企業申込型】

果樹講習会のお知らせ

月 日 曜日 時間 講習内容
  6 13 水

10:00 ～ 12:00

りんご・ももの仕上げ摘果
  7 11 水 りんご・ももの修正摘果
  8   8 水 ももの収穫
  9   5 水 秋季剪定
11   7 水 りんごの収穫、りんご品評会
12   5 水 全樹種剪定
  3 13 水 防除暦説明、閉講式

平成 30 年度 果樹講習会 予定表

月 日 曜日 時間 講習内容
  7 11 水 13:30 ～ 15:30 夏季剪定
12   5 水 冬季剪定、苗木植付

平成 30 年度 幼木管理講習会 予定表

市では、果樹農家を対象に果樹講習会を行っています。
講師に質問する時間もありますので、果樹に興味のある
方はぜひご参加ください。
はじめて受講する方は、産業部 農林課へご連絡ください。
●会場　堀越果樹園、果樹農家の圃場など
●参加費　無料
問・申産業部 農林課　(81-2511

現在交付している「重度心身障害者医療費受給者証」
は 8 月 1 日（水）で更新となります。受給者、配偶者
およびその生計を維持する方の所得などを確認し、更
新結果および新しい受給者証を７月末までに送付しま
す。所得制限該当により支給停止中の方も同様に、所
得などの確認を行います。
次の場合は更新することができませんので、速やかに
手続きをお願いします。
●更新ができない場合
　・受給者本人、配偶者および生計維持者の住民税が
　　未申告の場合
　・加入する健康保険が確認できない場合

重度心身障害者医療費受給者証を更新します
なお、転入された方は所得確認のため、前住所地発行の
所得 ･ 課税証明書の提出を求めることがあります。
下記に該当するときには、受給者証・健康保険証・印
鑑などをご持参のうえ、必ず届出をしてください。
●変更届が必要な場合
　・住所・氏名などに変更があったとき
　・健康保険証に変更があったとき
　・扶養義務者が変更になったとき
　・障害の程度が変わったとき
　・田村市から転出するとき
　・受給者が死亡したとき
問保健福祉部 社会福祉課　(81-2273

7 月の健康診査・がん検診


