在宅介護用品の購入を支援
８月分からの助成券の申請
受付開始

尾道市ひきこもり支援ステーション
みらサポを開設しました

尾道市では、ひきこもり状態にある本人や家族等との信頼関係を構築し、
社会参加や居場所作りなどの支援を行うことを目的とした「尾道市ひきこもり
支援ステーションみらサポ」を開設しました。
ひきこもりの状態にある本人や家族等を支援することにより、本人の自立を
促進し、本人と家族等の福祉の推進を目指します。
一人で悩まずご相談ください。

献血
日

6／17㈮

6／25㈯

尾道市ひきこもり支援ステーションみらサポ

7／ 3㈰

社会福祉課（ 0848 -38 - 9133）

所

申込締切

みつぎいこい会館

6／20㈪

因島総合福祉
保健センター

6／23㈭

市民センター
むかいしま

7／ 6㈬

集団健診専用コールセンター

☎0120 - 489 -203（平日9：00〜17：00）
実施日
8 ／25㈭

8 ／26㈮
9 ／ 1㈭
9 ／ 2㈮
9 ／ 3㈯

12：30〜16：30
9：30〜12：30
14：00〜16：00

場

所

申込締切

市民センター
むかいしま

7／ 6㈬

三庄公民館

7／11㈪

総合福祉センター

7／11㈪

尾道市健康診査お知らせ、市HPから

7／ 6㈬

所

尾道市立大学

ハローズ因島店

9：30〜12：30

丸善製薬本社
（予約不可）

14：30〜16：00

JA尾道市
向東支店

10：00〜11：30
13：00〜16：00
10：00〜11：30
13：00〜15：00

フジグラン
尾道店

京泉工業 ※

骨髄バンクドナー登録会も開催。
※京泉工業では開催なし。
0120 -150 - 554
（平日8：30〜17：30）
https://www.kenketsu.jp/Login
※献血前日の17：00まで予約可能。
（要会員登録）

こころの相談
●こころの健康・ひきこもり相談
各日2人）

こころの悩みのある人か家族、また

は概ね18歳以上のひきこもり状態に
ある人か家族（治療中でない人）

６月28日㈫、７月14日㈭
13：30〜16：30

担当  公認心理師

健康推進課（ 0848 -24 -1962）

■因島総合支所

６月24日㈮ 13：00〜16：00

担当 精神保健福祉士

因島総合支所健康推進課
（ 0845 -22-0123）
広報おのみち・令和 4 年 6月

こころの悩みのある人かその家族

担当  公認心理師、保健師

御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

もの忘れ何でも相談
■御調保健福祉センター
※要申込、個別相談。
認知症状のある人を介護している家

族、認知症に関して不安や悩みを抱

えている人

６月16日㈭ 13：30〜15：00

北部地域包括支援センター

（ 0848-76-2495）

ださい。

ご注意ください
新型コロナワクチン接種前後２週間は他の予防接種を受けることができま
せん。

■次に当てはまる人は、無料で接種が受けられます。
生活保護世帯・市民税非課税世帯の人は、事前に窓口で申請し、無
料券を受け取ってください。
被保護者証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定
証、介護保険負担限度額認定証をお持ちの人は、
申請手続きは不要です。
直接医療機関の窓口に提示してください。
無料券
申請窓口

健康推進課、因島総合支所健康推進課、瀬戸田福祉保健
センター、御調保健福祉センター、向島支所、向東連絡所、
浦崎支所、百島支所

談

（１週間前までに申込）

６月22日㈬ 13：30〜15：30

※新型コロナウイルス感染症予防のため、医療機関に行く前に必ず予約をしてく

相

持参物
締切
電子メール
ホームページ
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（前日までに申込）

■御調保健福祉センター

東部保健所での相談（要申込）

●アレルギー疾患相談
6月21日㈫、７月19日㈫
13：30〜15：30
生活・栄養相談（子どもの相談は
母子健康手帳持参）
前日までに要予約
● 精神保健福祉相談（精神科医師
による相談）
7月20日㈬ 13：30〜15：30
広島県東部建設事務所三原支所
※前週火曜日までに要予約。
●B型・C型肝炎ウイルス検査
7月21日㈭
7月15日㈮
※予約時に名前・連絡先が必要。
検査結果は次週。
●HIV抗原抗体検査・梅毒検査
7月21日㈭
前日までに要予約（匿名可）
。
検査結果は当日。
広島県東部保健所保健課
（ 0848 -25 -2011）

接種に必要なもの 案内はがき、本人確認書類

情報アラカルト

■総合福祉センター

（前日までに要申込／ 2人）

※市外・県外で接種希望の場合は事前に健康推進課へ連絡してください。

芸術・文化

（要申込／

●こころの相談

大切な人を自死で亡くされた人が、
普段は言えないことを話せる分かち
合いの集いです。
※秘密は厳守します。
※治療や指導は行いません。
６月26日㈰ 14：00〜16：00
アンテナ・コーヒーハウス（東土堂
町11-3）
家族・親戚を自死で亡くした人
300円
アンテナ・コーヒーハウス
（ 0848 -22-2080）

肺炎球菌ワクチンは、肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し、重症化
を防ぐためのワクチンです。対象者には、６月末頃にご案内を送付します。
①令和４年度に、65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人
②60〜64歳の人で、心臓・腎臓・呼吸器などに重度の障害がある人
（医師の証明書が必要）
※過去に肺炎球菌ワクチン（ニューモバックス）の予防接種を受けた人は
対象外です。
※接種費用の助成が受けられるのは今年度限りです。５年後は対象となり
ません。
接種期限 令和５年３月31日㈮
接種料金 4,000円
接種場所 市内医療機関

スポーツ

健康相談など

自死遺族の
分かち合いの集い

高齢者肺炎球菌の予防接種を受けましょう

子育て

7／29㈮
8／ 4 ㈭
8／ 5㈮
8／23㈫
8／24㈬

場

10：15〜11：15

場

健康・福祉

実施日
7／28㈭

時

6／29㈬

※運営は、尾道市社会福祉協議会が行います。

成人集団健診

☎0848 -24 -1177

がん治療による見た目の変化に起因する精神面・金銭面の負担軽減を通
じ、社会参加の促進と療養生活の質の向上を図ることを目的とした「広島県
がん患者ウィッグ購入費助成事業」を開始します。
対象ウィッグ 令和４年４月１日以降に購入した全頭用ウィッグ（装着時に
必要な頭皮保護用のネット含む）
申請時に広島県内に住所を有しており、がんの治療によって
脱毛が生じた（生じるおそれがある）ことにより対象ウィッグ
を購入した人
詳細情報は、広島県HPをご確認ください。
▲ 広島県HP
広島県健康づくり推進課（ 082- 513 -3093）

くらしの窓

■料金や申込方法の記載のないものは無料または申込不要です。 日時・期間
場所
対象
内容
定員
料金
申込方法・申込先
問い合わせ先 ☎ 電話
ファクス

総合福祉センター内（門田町22 - 5）
受付  月〜金曜 9：00〜17：00（祝日を除く）
0848 -22-2010・ 0848 -22- 9111
mirasapo@onomichi-shakyo.jp

尾道市献血推進協議会

７月１日㈮から申請受付を開始し
ます。対象者は申請をしてください。
※既に交付を受けている人も再申請
が必要です。
※申請にはケアマネジャーの証明が
必要です。
次のすべてを満たす人
〇在宅で介護用品を必要とする人
○介護保険法の要介護３以上の認定
を受けている人
※要介護３の新規申請者は、認定調
査票の「排尿」
・
「排便」の項目で「介
助」
・
「見守り等」に該当する人。
○要介護者本人の属する世帯が市民
税非課税世帯の人
助成額（１カ月当たり）
要介護３ …… 1,250円券を３枚
要介護４・５…1,250円券を５枚
高齢者福祉課
（ 0848 -38 - 9137）
因島福祉課
（ 0845 -26 - 6210）
御調保健福祉センター
（ 0848 -76 -2235）

がん患者のウィッグ購入費助成が始まります

健康推進課（ 0848 -24 -1961）
広報おのみち・令和 4 年 6月
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