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　平成17年度から 21年度にかけて、日本脳炎の予防

接種を積極的に勧めていなかったため、接種しなかった

平成 7年 6月 1日から 19年 4月 1日までに生まれた

人も、定期接種の対象になりました。母子手帳などで回

数を確認したうえで接種してださい。

　これまで接種できなかった7歳6か月以上9歳未満、

13歳以上20歳未満の人も接種できます。１期が終了し

ていない人は、まず1期から接種を受けてください。2期

の接種は9歳以上です。特に今年度、9歳と10歳になる

人は、できるだけ早い時期に1期を接種してください。

　

　23年度に限り、修学旅行や研修旅行などの学校行事

で海外に渡航する高校 2年生（平成 6年 4月 2日～ 7

年 4月 1日生まれ）もMR（麻しん風しん混合）ワク

チン 4期の予防接種ができるようになりました。

■留意事項　上記以外の人は、原則として高校 3年生

で接種してください。なお、今回接種した人は、高校

3年生のときには接種できません。

■接種方法　接種しようとする日の 1週間前までに、

医療機関へ電話で予約してください。接種時に学生証

と母子健康手帳を医療機関に持参してください。

　子宮頸がんワクチンは、供給不足で新規の接種を見

合わせていまし	たが、このほど供給のめどが立ったこ

とから、段階的に接種を再開します。優先して接種で

きるのは、1回目の接種ができなかった今年度の高校 2

年生です。6月10日から接種できるようになりました。

それ以外の人は、必要な量が確保でき次第、再開され

る予定です。時期は市の広報やホームページなどでお

知らせします。

※各予防接種を実施している医療機関は、市のホーム

ページに掲載しています。

　昨年の市民まつりで発表した、市のマスコットキャラ

クターに名前を付けてください。採用者には「ぎゃんよ

か名まえ賞」として柳川藩札と市特産品を贈ります。

■募集期間　7月 1日～ 8月 31日（当日消印有効）

■募集資格　柳川市在住・出身ならだれでも可

■応募方法　市内の図書館 (昭代・両開・蒲池分館を除

く )に応募用紙と応募箱を設置しています。実行委員会

事務局への郵送・持参による応募も可。

　応募と問い合わせは、同実行委員会事務局（〒839・

0253柳川市大和町鷹ノ尾106、☎ 76・2694）まで。

　「視線が合わない、表情が乏しい」「まだ言葉がでない」

など、お子さんの発育や子育てについての「気になるこ

と」に専門のスタッフが相談にのります。会場には絵本

300冊を展示し、絵本選びのアドバイスも受けられます。

■日時　7月 24日（日）午後 0時 30分～ 4時

■会場　水の郷

■内容　▷言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、保育

士による発達相談▷絵本の読み聞かせや発達に応じた

絵本のアドバイス▷赤ちゃんとパパ・ママのためのベビ

ーダンス体験（午後 2時 30分～ 3時 30分）

■対象者　ことばや発達の気になるお子さんの保護者、

保育士、幼稚園教諭、教師など

　問い合わせは、同グループ事務局の山口さん（柳川リ

ハビリテーション病院内、☎72・1270）まで。

予防接種についてのお知らせです
【問】健康づくり課健康係　☎77・8536

保
健

　柳川市が県内 1 位のオクラ

の産地だということをご存知で

したか。7月の「よかばんも～

体験」は、オクラを収穫して炭

火焼きやゴマ和えにして食べま

す。オクラのネバネバ成分のペ

クチンは、夏バテ解消にも効果

があると言われています。真っ

白なオクラの花も必見です。

奮ってご参加ください。

■日時　7月 31日（日）、午前 8時 30分～

■集合場所　両開干拓炭鉱跡地（むつごろうランドを

目標に来てください）

■料金　1人 600 円（お土産代込み）。小学生以下は

保護者同伴のこと

■持ってくる物　長そでシャツ、タオル、帽子、飲み

物など（オクラの葉にふれると肌が荒れることがある

ので、長そでシャツは必ず着用してください）

■申込締切　7月26日（火）、先着40人

　農業や漁業、製造業、加工業など、ご自分の仕事を生か

して、市民や観光客の受け入れ体験ツアーなどを企画した

い人のための講座です。現地視察などを交えて、専門の講

師が企画から実践まで講義します。参加費は無料です。

■日時　①8月11日

②8月18日③9月8

日④9月15日⑤9月

22日、午後7時～ 9

時

■会場　城内公民館

■申込締切　7月 29

日（定員20人）

　申し込みは、市役所各庁舎と各市立公民館、各図

書館に備え付けの申込用紙に記入し、柳川ブランド

推進室へ。電子メール（yokavanmou-0930@city.

yanagawa.lg.jp）や電話での申し込みも受け付けます。

「オクラで夏バテ解消はよかばんも～」参加者募集
【問】柳川ブランド推進室　☎77・8722

　7月24日にテレビの地上波はアナログ放送が終了し、

デジタル放送だけになります。このため、今までの地上

アナログ対応テレビでは、番組を見ることができなくな

ります。

　地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタル

放送対応テレビか地上デジタル放送チューナーを購入す

る必要があります。アパートなどの共同受信設備の場合

は、管理者とご相談ください（ＮＨＫ放送受信料全額免

除世帯・市民税非課税世帯には簡易チューナー給付の支

援があります）。

　また次の日程で、地デジ化に伴う相談会を開催します。

お気軽にご相談ください。

■地デジ化相談会　▷ 7月 4日、5日＝大和庁舎▷ 7

月 6日、7日＝三橋庁舎▷ 7月 8日＝柳川庁舎▷ 7月

9日＝水の郷（時間はいずれも午前 10時～午後 3時）

【問】デジサポ福岡　☎ 092・303・0101
地デジの準備はできましたか地

デ
ジ

接種済み
回数

  これから接種する
  回数 接 種 間 隔

0 4回
(1期 3回、2期 1回）

6～ 28 日あけて 2回、2
回目の約1年後に 1回。2
期は 9 歳以上で、1 期終
了後6日以上あけて接種

1 3回
(1期 2回、2期 1回）

6 日以上あけて 2回。2
期は 9歳以上で、1期終
了後6日以上あけて接種

2 2回
(1期 1回、2期 1回）

6 日以上あけて 1回。2
期は 9歳以上で、1期終
了後6日以上あけて接種

3 1回（2期） 9歳以上で 1期終了後 6
日以上あけて接種

【日本脳炎】 未接種者も定期接種の対象に 【MR ワクチン】渡航の高 2 が接種可に

【子宮頸
けい

がんワクチン】高 2 の接種を再開

アナログ

アナログ放送
終了まで
あと★日！
お問合せ先 総務省 地デジコールセンター 0570- ××

ご覧の○○○アナログ放送の番組は
7 月 24 日に終了しました。
今後も○○○デジタル放送を

お楽しみください。
　　　【お問い合わせ】
　　総務省地デジコールセンター
　　0570 － 07 － 0101
　　○○○コールセンター
　　××××‐×××‐××××

画面上に終了日まで
の日にちなどを表示
します。定期的に全
画面スーパーやお知
らせ画面が短時間映
し出されます。

7月24日正午から
お知らせ画面が表示
され午前0時までに
電波が停止します。

7月25日午前0時
までに電波が停止
し、この後は何も映
りません。7 月 1 日以降 7 月 24 日正午以降 電波の停止後

アナログテレビ放送終了までの画面イメージ
準備は

お早めに

市民協働のまちづくり事業 名前と参加者を募集
【問】総務課市民協働推進係　☎77・8419

協
働

楽しみながら体験を受け入れてみませんか

市民公開講座「体験受け入れはよかばんも～」

昨年度の受講生「よかばんも～お
いでん会」が行ったイモ掘り体験

マスコットキャラクターに名前をつけてね
柳川市マスコットキャラクター公募事業実行委員会

キャラクターのヒミツ
・ひそかに水をきれいにする活動を
　している
・照れ笑いをする
・おっとり、のんびりする
・たまに居眠りする
・手に持っているのはヤナギ
・首に巻いているのはひょうたん
・胸の模様は堀の波紋、心臓の鼓動

ことばの発達相談会を開催します
柳川ことばの発達支援グループ


