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●市税がペイジー（Pay-easy）で支払い可能に　インターネットやATMのペイジーで市税が納付できます。
　対象の税目／市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税
　納付方法／１月から発行している対象税目の納付書（赤色）に記載の納付番号などをインターネットやATMに入力し支払い　■問納税課☎481－7214～20

　　健　　康

■ 健（検）診の案内を３月末に発送
■対４月に誕生日を迎える75歳以上の方　
種類／胃・大腸がん、結核、後期高齢者健診
■問健康推進課☎441－6082

■ 食事なんでも相談室（栄養相談）
■日４月８日㈬午後・23日㈭午前　
■所保健センター１階　■定申し込み順６人　
■他医療機関で治療中の方は要問い合わせ　
■申■問健康推進課☎441－6082

■ 令和２年度「調布市健康ガイド」を全戸配布
　令和２年度に実施
する各種健診や予防
接種、母子・成人向
けの催し物など、市
の健康事業を掲載し
た「調布市健康ガイ
ド」を市内全戸に配
布します。
■程３月27日㈮・30日㈪　
■他３月31日㈫までに届かない場合は要問い合わせ　
■問健康推進課☎441－6100

■ 調布市食育ガイド「災害時編」（第二版）刊行
　災害への意識や備え方の変化を踏まえ、調布市食育
ガイド「災害時編」の第二版を作成しました。
　一人ひとりが災害に備えてお
くこと（自助）が自分・家族の
命を守ることにつながります。
公助の力を頼れなくなったとき
のことも考え、まずは１週間以
上、普段と同じように生活がで
きる準備をしておくと、災害時
の体力の維持やストレスの軽減
が期待できます。いざというと
きのために、普段から災害に備
えましょう。
配架場所／健康推進課（文化会館たづくり西館保健セ
ンター４階）、公文書資料室（市役所４階）、図書館な
ど。市■HPでもご覧いただけます
■問健康推進課☎441－6100

　　スポーツ

■ 調布基地跡地運動広場の利用制限
　東京2020大会での利用のため、５月７日㈭から当面
の間、調布基地跡地運動広場内の自由広場が利用でき
なくなります。利用再開の時期は決まり次第市■HPなど
に掲載します。
■問スポーツ振興課☎481－7496

●調布市上ノ原SVCソフトバレー交流大会
■日５月６日㉁午前９時～午後５時　
■所総合体育館
■種①ミックスの部（高校生以上の男女混合チーム）
　②レディースの部（高校生以上の女性のみのチーム）
　③ 個人参加者（小学生以上。午前中のみ初心者教室

あり）
■費①②１チーム2500円③無料
■申■問Ｅメールに種目、チーム名、代表者氏名、連絡先を
明記し、４月12日㈰までに調布市上ノ原SVC■Ｅuenohar
a.svc@gmail.comへ（多数抽選）
●市民グラウンド・ゴルフ普及講習会
■程４月20日㈪・21日㈫※雨天時４月27日㈪・28日㈫
■時午前９時～正午　
■所調布基地跡地運動広場（Ａ６・Ｅ２）　
■対市内在住・在勤・在学の方　■費無料　
■申はがきに講習会名、住所、氏名、年齢、電話番号、
参加日、用具の有無を明記し、４月13日㈪（必着）ま
でに〒182－0023染地２－36－３－403福嶋　孝へ　
■他１日のみの参加も可　
■問体育協会

●西調布体育館水曜卓球教室（全６回）
■程４月15日～６月３日の毎週水曜日（４月29日、５月
６日を除く）　
■時午前９時30分～11時30分　
■所西調布体育館　
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）　
■定30人（多数抽選）　
■費3000円　
■申往復はがきに教室名、住所、氏名、年齢、電話番号
を明記し、４月10日㈮（必着）までに〒182－0016佐
須町５－19－５内野ひとみへ　
■問体育協会
●多摩川初級中級テニス教室（全６回）
■程５月13日～６月17日の毎週水曜日（予備日：６月24
日、７月１日・８日）※雨天順延
■時午前10時～正午　
■所市民多摩川テニスコート
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）
■定56人（多数抽選。初心者、当教室未経験者優先）
■費4500円（事前振込）
■申往復はがきにテニス歴、郵便番号、住所、氏名、年
齢、性別、電話番号を明記し、４月６日㈪（必着）ま
でに〒182－0035上石原三郵便局留　調布市テニス連盟　
川村由佳へ　
Aストレッチポールエクササイズ（全７回）
■程①４月27日㈪②５月11日㈪③25日㈪④６月８日㈪⑤
22日㈪⑥29日㈪⑦７月13日㈪
■時午前９時20分～10時20分　
■費2800円（初回持参）
Bおとこの筋トレ（全７回）（新規プログラム）
■程①４月27日㈪②５月11日㈪③25日㈪④６月８日㈪⑤
22日㈪⑥29日㈪⑦７月13日㈪
■時午後３時～午後４時　
■費2800円（初回持参）
C筋コンディショニング（全６回）
■程①４月21日㈫②28日㈫③５月12日㈫④19日㈫⑤26日
㈫⑥６月２日㈫
■時午後３時～４時　
■費2400円（初回持参）
A～C共に
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）。
Bは男性のみ　
■定15人　
■申往復はがきにスクール名、郵便番号、住所、氏名、
年齢、性別、電話番号を明記し、３月30日㈪（必着）
までに体育協会へ。または体育協会■HPから申し込み

　４月から一部プログラムを変更します。詳細は体育
協会■HP参照、または直接体育協会へお問い合わせくだ
さい。
【４月の休館日】
■程４月６日㈪・20日㈪
【４月のスクール】
Ⓐフィットボクシング60
■日毎週金曜日午後７時30分～８時30分　■定50人
Ⓑ背骨コンディショニング（新規プログラム）
■程毎週月曜日（６日・20日を除く）
■時午後１時～２時30分　■定50人
Ⓒサンデースイミング
■日毎週日曜日午前10時～正午　
■定30人
Ⓓバドミントン
■程４月10日～24日の毎週金曜日
■時午前９時45分～11時45分　
■定24人
Ⓔバレーボール
■程４月21日㈫・28日㈫
■時午前９時30分～11時45分　
■定30人
Ⓐ～Ⓔ共に
■所総合体育館
■対市内在住・在勤・在学の15歳以上（中学生を除く）
■費１回500円　
■申当日直接会場へ（先着順）
■問体育協会
【４月のプログラム】
①水中ウォーキング
■程毎週月・水・木曜日（６日㈪・20日㈪・29日㈷を除
く）　■時午前９時20分～９時50分

②チェアルーシーダットン（タイ式ヨガ）
■程毎週月曜日（６日・20日を除く）
■時午前10時35分～11時20分　■定20人
■他午前９時から整理券配布
③体幹バランス
■程毎週月曜日（６日・20日を除く）
■時午後３時～４時30分　■定50人
④スイム練習会
■程毎週月曜日（６日・20日を除く）
■時午後７時～８時
⑤フィジカルトレーニング
■日毎週火曜日午後１時15分～２時15分　
■定50人
⑥エンジョイアクア（新規プログラム）
■日毎週火・金曜日午後２時30分～３時30分
⑦チェアエクササイズ
■程毎週水曜日（29日を除く）
■時午後０時15分～１時30分　■定100人
⑧にこにこ体操
■程毎週水曜日（29日を除く）
■時午後１時45分～２時45分　■定70人
⑨水中運動
■程毎週水曜日（29日を除く）　
■時午後２時～３時
⑩ナイトヨガスクール
■程毎週水曜日（29日を除く）
■時１クラス／午後６時20分～７時20分、２クラス／午
後７時35分～８時35分　■定各16人
■他各回整理券配布（１クラス：午後５時から、２クラ
ス：６時から）
⑪転倒予防のための体操
■日毎週木曜日午後１時～２時30分
■内障害のある方、リハビリ中の方や下半身の筋力に衰
えを感じている方（介護者同伴可）　
■定60人
⑫ヘルシーウォーキング
■日毎週金曜日午後１時～２時10分　
■定30人
⑬ボールトレーニング
■日毎週金曜日午後３時～４時30分　
■定40人
①④⑥⑨共に
■持水着、水泳帽子
②③⑤⑦⑧⑩⑪⑫⑬共に
■持運動着、室内用シューズ（②③⑩は室内用シューズ
不要。⑫外用の運動靴も）、タオル
①～⑬共に
■費400円　■申当日直接会場へ（先着順）
■他人数制限の場合あり
■問体育協会

　　募　　集

■ 高齢者福祉推進協議会の市民モニター員
■対応募時に福祉健康部内の委員を務めていない、また
応募していない方で、任期を連続して応募していない
市民　
任期／６月１日～令和５年５月31日
■定３人以内（選考）
報酬／出席１回につき6400円
会議回数／10回（うち１回は予備日。令和２年度予定）
■他新モニター員研修あり。提出物は返却不可
■申■問応募用紙と作文用紙（高齢者支援室（市役所２階）
で配布または市■HPから印刷可）に必要事項を記入し、
４月９日㈭までに高齢者支援室☎481－7149へ本人が
持参（郵送不可）　

■ 令和２年度「えんがわファンド」助成団体
■対①市内で活動するボランティアグループ・市民活動
団体（任意団体、NPO法人など）②市内小中高等学
校（学校を拠点に活動する団体も可）　
助成対象期間／６月１日～令和３年５月31日
助成金額／１団体10万円まで　
■申■問申請書（市民活動支援センター、各コーナー、調
布市社会福祉協議会で配布または市民活動支援センタ
ー■HPから印刷可）に必要事項を記入し､ ４月28日㈫午
後５時（必着）までに〒182－0022国領町２－５－15
市民プラザあくろす２階市民活動支援センター☎443
－1220へ持参または郵送 （協働推進課）

■体育協会　☎481－6221　専用■HPあり
　〒182－0011  深大寺北町２－１－65 総合体育館内

■総合体育館　☎481－6221

令和２年度
保存版 調布市健康ガイド ふーちゃん

健康
づくり 始

める 続ける 楽しんで

https://www.city.chofu.tokyo.jp/

下記についての問い合わせ・申込みは母子保健事業担当 042-441-6081へ乳 幼 児 健 康 診 査

令 和 ２ 年 度 乳 幼 児 健 診 日 程 表 （保健センターで実施）
3～4か月児健診

3か月に達する月の初旬にお知らせします

受付時間　　13:00～13:30

1歳6か月児健診
1歳6か月に達する月の初旬にお知らせします

受付時間　　13:10～13:45

3歳児健診
3歳に達する月の初旬にお知らせします

受付時間　　13:10～13:45

対象お誕生月
12月生まれ

1月生まれ
2月生まれ
3月生まれ
4月生まれ
5月生まれ
6月生まれ
7月生まれ
8月生まれ
9月生まれ

11月生まれ
10月生まれ

月
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

日
2(木)・14(火)・30(木)
7(木)・19(火)・28(木)
4(木)・11(木)・30(火)
2(木)・14(火)・21(火)
6(木)・18(火)・27(木)
3(木)・15(火)・24(木)
1(木)・13(火)・22(木)
5(木)・12(木)・17(火)
3(木)・08(火)・24(木)
7(木)・14(木)・19(火)
4(木)・09(火)・25(木)
4(木)・09(火)・25(木)

03(金)・10(金)・22(水)
01(金)・15(金)・27(水)
10(水)・19(金)・26(金)
03(金)・10(金)・22(水)
07(金)・19(水)・28(金)
09(水)・16(水)・25(金)
09(金)・21(水)・30(金)
06(金)・20(金)・25(水)
04(金)・11(金)・16(水)
15(金)・20(水)・29(金)
12(金)・17(水)・26(金)
10(水)・19(金)・26(金)

6(月)・15(水)・24(金)
8(金)・11(月)・22(金)
1(月)・12(金)・17(水)
6(月)・17(金)・29(水)
3(月)・21(金)・26(水)
7(月)・18(金)・30(水)
5(月)・16(金)・26(月)
9(月)・18(水)・27(金)
7(月)・18(金)・23(水)
8(金)・13(水)・18(月)
1(月)・10(水)・19(金)
1(月)・12(金)・24(水)

令和元年

日　　程
対象お誕生月

9月生まれ
10月生まれ
11月生まれ
12月生まれ

1月生まれ
2月生まれ
3月生まれ
4月生まれ
5月生まれ
6月生まれ
7月生まれ
8月生まれ

月
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

日

平成30年

平成31年

令和元年

日　　程
対象お誕生月

3月生まれ
4月生まれ
5月生まれ
6月生まれ
7月生まれ
8月生まれ
9月生まれ

10月生まれ
11月生まれ
12月生まれ

1月生まれ
2月生まれ

月
4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

日

平成29年

平成30年

日　　程

令和２年

対象者には個別に通知します。転入などで通知が届かない方はご連絡ください。
各健診は指定日で案内しています。日程変更を希望される場合は、必ずご連絡ください。

＊6～7か月・9～10か月児健康診査票は、3～4か月児健診にて配布します。指定医療機関で受診してください。

母子健康手帳の交付・ゆりかご調布
　　医師または、助産師による妊娠の診断を受けた方は、「妊娠届出書」を
提出し、「母子健康手帳」を受け取りましょう。
　また、安心して出産を迎えていただくために、専門職が妊婦さんご本人
と面接相談を行っています。出産・育児などの不安や悩みを気軽にご相談
ください。面接を受けた妊婦さんには育児ギフトをお渡しします。

場　所／健康推進課・子ども家庭支援センターすこやか
※母子健康手帳交付とゆりかご調布面接は同時に受けることができます。
※転入の方、母子健康手帳をすでにお持ちの方は健康推進課へ

もうすぐママ・パパ教室（予約制）
①3回コース　②1回コース　のいずれか
対　　象／初めての出産を迎えるママとパパ（出産予定月

の3～5か月前まで）
内　　容／専門職による出産準備のポイント、沐浴などの体験学習
予約方法／健康推進課へ、直接または電話にてご予約ください。

こんにちは赤ちゃん訪問（新生児訪問）
＊出生通知票「わが家の赤ちゃんお知らせはがき」を早めにご投函ください

　生後4か月までの乳児のいるすべてのご家庭に助産師・保健師・看護
師が訪問させていただきます。
　赤ちゃんの体重測定や育児全般のこと、
お母さんのこころとからだについての相談、
また育児支援サービスの紹介などを行っています。
＊市外から転入された方は、ご連絡ください。

産後ケア事業
　家族等から支援がなく、不安の高い産婦に対して母体の休息と育児
相談を行います。生後4ヶ月以内のお子さんと産婦が対象です。
利用方法／健康推進課で、利用申請をしてください。

調布市特定不妊治療助成金交付
　特定不妊治療について、経済的負担軽減を図るため、東京都が実施して
いる特定不妊治療費助成制度に加え、治療費の一部を助成します。制度の
詳細や申請方法につきましては、健康推進課までお問い合わせください。

対　　象／東京都特定不妊治療助成費の助成決定を受け、助成決定日に市民である方。
内　　容／１年度につき１回。各治療内容の東京都特定不妊治療助成費

を越えた費用のうち、1万円を限度として助成します。
申請期限／原則、都助成の承認決定日の属する年度内（年度とは４月１日から３月３１日まで）

わくわく育児教室（予約制）
　お子さんの月齢に合わせた、成長発達や生活リズムについて、
保健師・栄養士・歯科衛生士がお話しします。
予約方法／市報掲載後、インターネットもしくは健康推進課へ

電話にてご予約ください。
『こあらクラス』対　象／6～8か月のお子さんと保護者の方
『らいおんクラス』対　象／1歳～1歳2か月のお子さんと保護者の方

アレルギー相談（予約制）
　食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、小児ぜんそくなどの相談ができます。

相談方法／健康推進課へ電話にてご連絡ください。
対　　象／0歳から18歳までのお子さんとその保護者

こどもの相談室（予約制）
　子どものしつけや、ことばの心配など子育てに関するご相談に応じます。
対　　象／就学前のお子さんと保護者の方

ことば
ことばが遅い、
聞き取りにくいなど

こだわりが強い、
人見知りが激しいなど

うんどう
転びやすい、

落ちつきがないなど

こころ

こども歯科相談室（予約制）
　お子さんの年齢に合わせて、お口の健康やむし歯予防についてお話しします。
予約方法／市報掲載後、健康推進課へ電話にてご予約ください。
　　　　 「食べ方相談」のみ随時、電話にてご連絡ください。
『2歳児』『2歳6か月児』『3歳6か月児』『4歳児』歯科教室

対　　象／各月齢の対象月及びその翌月
内　　容／対象月齢に合わせたむし歯予防の話、歯科健診、歯みがきの練習
『5歳児』『6歳児（就学前）』歯科教室（年6回）

対　　象／5歳、6歳の対象月以降で年度内1回
内　　容／歯科矯正専門医による保護者への講話、子どもへのむし歯予防の話、

歯科健診、歯みがきの練習
『歯科矯正相談』（年6回）

対　　象／6歳～中学生
内　　容／歯並びや、かみ合わせについてご相談に応じます。
『食べ方相談』（年6回）

対　　象／離乳食開始後～就学前
内　　容／丸のみ、口にためる、食事に時間がかかるなど食べ方について

ご相談に応じます。

夜間・休日診療のご案内 ＊健康保険証のほか乳幼児医療証等がある方は必ずお持ちください。

休日診療 休日夜間急患診療

緊急時の問合せ

病院の検索
狛江・調布小児初期救急平日準夜間診療

（医科3カ所・歯科1カ所）

（15歳以下の急病のお子さん）

（内科小児科系）
日・祝日・年末年始の午前9時～12時と午後1時～5時の昼間に、
急病患者のための診療を当番制で実施しています。
●「市報ちょうふ」毎月20日号に翌月の休日診療当番医が掲載されます。
●調布市ホームページ
　https://www.city.chofu.tokyo.jp/から
　「いざという時のために」　「救急・休日・夜間診療」　「休日診療」

土・日・祝日・年末年始の午後7時～10時（受付は午後9時45分まで）
調布市医療ステーション　1階　小島町3-68-10
日により、担当医師の専門分野が異なりますので、必ず電話連絡のうえお越しください。

●調布市ホームページ https://www.city.chofu.tokyo.jp/から
　「健康・医療・福祉」　「保健・健康・医療」　 医療機関検索
　または 調布まっぷ http://www2.wagamachi-guide.com/chofu/　　「医療」へ
●東京都医療機関案内サービス ひまわり
　ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/
　携帯向けホームページ http://www.himawari.metro.tokyo.jp/kt/

月曜日から金曜日（祝日、年末年始、第三病院休院日を除く）
午後7時から10時（受付は午後9時30分まで）
東京慈恵会医科大学附属第三病院内

＊受診の際は事前に電話をしてください。03-3488-2061

♯7119
042-521-2323東京消防庁救急相談センター

（携帯電話、PHS、プッシュ回線）

（24時間対応）

（24時間年中無休）

♯8000
03-5285-8898小児救急相談（子供の健康相談室）

（月曜日から金曜日午後6時～翌朝8時、土・日・休日・年末年始午前8時～翌朝8時）

042-484-1455

03-5272-0303

登録番号
（刊行物番号）

2019－188

こどもの予防接種
接種できる時期になりましたら、お知らせと予診票を郵送します。予診票と母子健康手帳をお持ちになり、指定医療機関※1で予防接種を受けてください（無料）。
●定期予防接種（予防接種法に基づく予防接種）

※1 詳細は個別通知、市及び調布市医師会のホームページをご覧ください。
※2  接種開始月齢（年齢）により接種回数が異なります。
※3 母子感染予防のためにB型肝炎ワクチン（抗HBs人免疫グロブリンと併用）を受けた方は、定期予防接種の対象外です。（健康保険適用）
※4 日本脳炎は、特例措置があります。次の①または②の接種を無料で受けられます。
 ①平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は、20歳未満までの間に、第1期3回と第2期1回の合計4回のうち不足回数分の接種
 ②平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方は、9～13歳未満の間に第1期3回のうち不足回数分と第2期1回の接種
※5 平成19年3月31日以前に生まれた方は、積極的勧奨の見合わせの影響のため通知していません。接種希望の方は指定医療機関または健康推進課へお問い合わせください。
※6 令和2年10月1日から定期予防接種に追加予定です。（令和2年8月生まれ以降の方が対象）
☆お知らせ通知時期の直前や通知時期を過ぎてから転入された方は、健康推進課へお問い合わせください。

※7 生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者は、受給証明書を医療機関に提出すると無料となります。

●法定外予防接種（任意）

※8 基準となる風しん抗体価は、事業によって異なります。

対象者は次のとおりです。費用、実施場所等の詳細は、市ホームページをご覧ください。

（予防接種法に基づく予防接種）高齢者の定期予防接種 （一部助成）

成人の風しん対策事業

種　　　類

種　　類

接種場所：指定医療機関
※9  自己負担額は、変更になる場合があります。生活保護受給者・中国残留邦人等支援給付受給者は、受給証明書を医療機関に提出すると無料となります。

種　　別 抗体検査 予防接種

回　数 対象者 費用（自己負担額） 接種場所

ヒブ※2 初回
追加
初回
追加

3
第1期初回
第1期追加

1
第1期
第2期

2

第1期初回
第1期追加

第2期
第2期

3
1
3
1

3
1

1
1

2
1
1
1

3

初回接種開始は生後2か月～7か月未満
初回接種終了後7か月～13か月未満
初回接種開始は生後2か月～7か月未満
生後12か月～15か月未満
生後2か月～9か月未満
生後3か月～12か月未満
第1期初回接種終了後12か月～18か月未満
生後5か月～8か月未満
（１歳になったらなるべく早く）
（４月から６月の間）
1回目：１歳～１歳３か月未満
2回目：1回目接種終了後６か月～１年未満
3歳
4歳
9歳
11歳
中学1年生（13歳相当）

生後1か月に達する月の下旬
生後10か月に達する月の下旬
生後1か月に達する月の下旬
生後10か月に達する月の下旬
生後1か月に達する月の下旬
生後1か月に達する月の下旬
生後10か月に達する月の下旬
生後3か月に達する月の上旬
生後10か月に達する月の下旬
小学校入学前年の4月（6歳になる年度の4月）
生後10か月に達する月の下旬

3歳に達する月の上旬
4歳に達する月の下旬
9歳に達する月の下旬※5

11歳に達する月の下旬
平成25年6月14日付厚生労働省通知に基づき
積極的勧奨を見合わせています。

生後2か月～5歳未満

生後2か月～5歳未満

1歳未満

生後3か月～7歳6か月未満

1歳未満
1歳～2歳未満
小学校入学前の1年間

1歳～3歳未満

生後6か月～7歳6か月未満

9歳～13歳未満
11歳～13歳未満
小学６年生（12歳相当）～
高校１年生（16歳相当）の女子

B型肝炎※3

小児用肺炎球菌※2

四種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ）

BCG（結核）
麻しん（はしか）風しん

ロタリックス
ロタテック

2
3 初回接種は生後2か月～生後14週6日 未定生後6週～24週未満

生後6週～32週未満ロタウイルス※6

水痘（みずぼうそう）

日本脳炎※4

二種混合（ジフテリア・破傷風）

麻しん（はしか）風しん
おたふくかぜ

先天性
風しん症候群

対策事業

インフルエンザ

高齢者用肺炎球菌

1

1

2,500円※9

5,000円※9

市報10月5日号掲載予定
※通知はありません

4 月下旬
（対象者①のみ）

①65歳以上　　②60歳～65歳未満で心臓・じん臓他の機能に障害のある方
（身体障害者手帳1級を所持する方、または、これと同等の状態にある方）
次の①または②のいずれかに該当し、初めて肺炎球菌ワクチンを受ける方
①令和２年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
②60歳～65歳未満で、心臓・じん臓他の機能に障害のある方
 （身体障害者手帳1級を所持する方、又はこれと同等の状態にある方）

風しんの
追加的対策事業

1または 2
1

無料 市内指定医療機関3,000円※7
2歳～7歳6か月未満（定期予防接種未接種の方）
1歳～2歳未満

子宮頸がん

回数 対象者 標準的な接種期間 通知時期

種　　類 回数 対象者 費用（自己負担額） 通知時期

19歳以上で次の①～③のいずれかに該当する市民。
ただし、風しん含ワクチンを2回以上接種したことがある方、過去に抗体検査を受けたことがある
方は除く。
　①妊娠を予定または希望する女性　　②妊婦の同居者　　③①の同居者

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日に生まれた男性。
ただし、過去（平成26年4月以降）に風しん抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体
※8があることが判明している方は改めての抗体検査は不要。

【任意予防接種】
左記先天性風しん症候群対策による抗体検査の対象者のうち、風しん
抗体検査により十分な量の風しんの抗体※8がないことが判明した方。

【定期予防接種】
左記風しんの追加的対策による抗体検査の対象者のうち、風しん抗体
検査の結果、十分な量の風しんの抗体※8がないことが判明した方。

下記についての問い合わせは予防接種担当 042-441-6100へ

いざという時のために

調布市

「食べることは生きること」～まずは自分で備えよう～

　地震や豪雨などの自然災害はいつどこで起きるかわかりません。
　災害を我が事として捉え，備えておくこと（自助）がご自身・ご家族の命を
守ることにつながります。
　特に大規模な災害が起こった際，公的機関の力（公助）を思うように頼れな
いことがあります。まずは１週間以上，普段と同じように食べることができる
準備をしておくと，体力の維持だけでなく，ストレスの軽減にも効果がありま
す。いざというとき，慌てないためにも日ごろから災害に備えましょう。

調布市食育ガイド
災害時編
-第二版 -
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