
Information　役場みらい健康課

日本人の２人に１人はがんにかかるといわれています

胸部 X 線（肺がん・結核）検診・大腸がん検診を受けましょう

◆胸部 X 線（肺がん・結核）検診
　～レントゲン車によるＸ線検査～

【対象】　
　40 ～ 64 歳：肺がん検診
　（昭和 55 年４月１日以前に生まれた方）
　65 歳以上：肺がんと結核検診
　（昭和 30 年４月１日以前に生まれた方）

【料金】無料
【受診】
◉ 40 ～ 59 歳の方
◦受診票の個人通知はありません。みらい

健康課または各検診会場で受診票を配布
します。

※検診時でもかまいません。
◉ 60 歳以上の方
◦受診票は９月中旬に個人通知します。必

要事項をご記入のうえ、会場にお持ちく
ださい。

　令和２年度「胸部 X 線（肺がん・結核）
検診」と「大腸がん検診」を下記のとおり
実施します。
 どちらも申し込みは不要です。この機会
にぜひ受診してください。

◆大腸がん検診
　～２日分の採便による検査～

【対象】
　20 歳以上　

【通知】
　個人通知はありません。

【料金】　200 円　※ 70 歳以上は無料
【備考】
　便秘薬を服用しても構いません。

場　所 配布時間
期間：９月 28 日～ 10 月 20 日

提出時間
期間：10 月２日～ 10 月 22 日

みらい健康課 ８：30 ～ 17：15 ８：30 ～ 16：00

相野谷診療所 ８：30 ～ 17：15 ８：30 ～ 16：00

容器（大腸がん検診）の配布・提出について

※各施設は、土・日・祝日は休みです。

月／日 会　場 受付時間

10 月２日
（金）

下桐原バス停横   9：20 ～   9：40

阪松原生活改善センター 10：20 ～ 10：40

平尾井高齢者生産活動センター 11：10 ～ 11：50

上野農事集会所 13：40 ～ 15：10

10 月４日
（日）

井田公民館   9：20 ～ 10：40

役場駐車場（防災拠点施設下） 13：30 ～ 15：10

10 月６日
（火）

茶屋地構造改善センター   9：10 ～  9：40

下り場集落センター 10：20 ～ 10：40

中村多目的集会施設 11：30 ～ 12：10

まなびの郷（下駐車場） 13：50 ～ 15：30

10 月 11 日
（日）

給食センター駐車場   9：20 ～ 10：50

役場駐車場（防災拠点施設下） 13：00 ～ 14：50

10 月 16 日
（金）

上地多目的集会施設   9：20 ～ 10：00

高岡和田地バス停前 10：50 ～ 11：10

相野谷診療所（駐車場） 11：40 ～ 12：00

下地生活改善センター 13：50 ～ 14：30

10 月 19 日
（月）

永田青年クラブ   9：10 ～  9：30

大里多目的集会施設 10：30 ～ 11：20

浅里生活改善センター 13：20 ～ 13：40

北桧杖多目的集会施設下 14：00 ～ 14：20

鮒田構造改善センター 15：00 ～ 15：40

10 月 22 日
（木）

小畑就業改善施設   9：20 ～  9：40

飯盛多目的集会施設 10：30 ～ 11：20

鵜殿ふれあい会館 13：30 ～ 15：00

胸部検診と大腸がん検診の日時と場所

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場にお越しになる際

　はマスクの着用と体温の測定をお願いします。

※各会場では容器の配布および提出の受け付けもしています。

▶詳しくは、役場みらい健康課（☎３３－
０３５５）までお問い合わせください。

　町では、イベントや外出の自粛により、停滞している経済状況に鑑み新型コロナウイルス関連経
済対策事業として、「紀の宝プレミアム商品券」を販売しています。
　商品券を購入する場合は、先日送付しました購入券を持参のうえ、期日までに表①の商品券販売窓
口にてお買い求めください。

【対 象 者】令和２年６月 30 日現在で町の住民基
本台帳に記載されている方

【販売期間】８月 24 日（月）～９月 30 日（水）
【販売内容】8,000 円分の商品券を 3,000 円で販売
※１人あたり２セット、65 歳以上の方および高校生以
下（平成 14 年４月２日以後に生まれ）の方は３セット

【取扱店舗】
購入の際にお渡しするチラシにてご確認ください

新型コロナウイルスによる経済への影響を支援するため

紀の宝プレミアム商品券を販売

Information　役場産業振興課

【利用期限】令和３年１月 31 日（日）まで
【必要書類】
◦送付している購入券
◦来訪者の本人確認書類（運転免許証、マイナン

バーカード、健康保険証等）

▶詳しくは、役場産業振興課（☎３３－０３３６）
までお問い合わせください。

月　日 時　間 会　場

８月 24 日（月）～９月 30 日（水） 午前９時～午後５時
（土・日・祝日は除く）

町内の郵便局

８月 24 日（月）～９月 18 日（金） 15 ページの開設予定を
ご確認ください 移動支所

８月 29 日（土）、30 日（日） 午前９時～午後 8 時 紀宝町役場

表①商品券販売窓口

※対象者全員分を用意していますので、あせらず、混雑時を避けてお買い求めください。

　今年の 10 月に開催を予定していた、「第 14 回
紀宝みなとフェスティバル」は、新型コロナウイ
ルス感染症の状況を考慮し中止します。
　同イベントは、「見る・食べる・遊ぶ・買う」
をコンセプトに、例年約１万人が来場する町の一
大イベントですが、県および町では感染拡大防止
の観点から、①不特定多数の集まるイベントは中
止または延期とすること、②十分な間隔、距離
を確保すること、③イベントの開催は参加人数が

5,000 人までのものとすることなど、イベントの
開催基準を設定しており、感染拡大防止の観点か
らやむなく中止としました。
　来年度には、新型コロナウイルス感染症拡大が
終息し、みんなの笑顔があふれるイベントとして
開催できることを願っています。

▶詳しくは、役場企画調整課（☎３３－０３３４）
までお問い合わせください。

みなさんの健康と安全を第一に考慮し

今年度の「紀宝みなとフェスティバル」は中止します

Information　役場企画調整課

新型コロナウイルス関連
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