日奈久コミュニティセンターだより〖令和４年６月〗
日 曜

保育園・小学校・中学校・ＰＴＡ

1 水 （天）衛生指導
（み）神社参拝、容儀調べ
（小）全校集会、食育月間
（小・中）「不祥事根絶を考える日」
小中合同研修会（小中連携教育）
2 木 （み）歯科検診
（小）プール掃除、フッ化物洗口
3 金 （み）英語で遊ぼう
（中）１年：集団宿泊教室
4 土 （天）歯科検診
（み）安全点検
（中）１年：集団宿泊教室
5 日 （小）家庭の日
6 月 （天）容儀しらべ
（小）校内研修（救命救急法）、午後水曜日課
（中）教育相談（～17日）
7 火 （天）園児内科検診
（み）３B体操＆リトミック
（小）委員会、ともだち号
（中）生徒総会
8 水 （小・中）校内研修

9 木 （み）内科健診、音楽で遊ぼう
（小）学校施設定期点検、フッ化物洗口
（中）歯科検診（9：00～9：30）
10 金 （天）時の会
（み）英語で遊ぼう
（小）人権を確かめ合う日
（小・中）合同避難訓練（合同引き渡し）
11 土 （み）ランタン祭り
（中）人権を確かめ合う日
12 日
13 月 （天）容儀しらべ

14 火 （み）３B体操＆リトミック
（小）クラブ、ふれあい活動
15 水 （天）交通指導
（小）語る会、安全点検
（中）期末テスト、校内研修、安全点検
16 木 （み）交通安全指導、音楽で遊ぼう
（小）フッ化物洗口
（中）期末テスト
17 金 （み）英語で遊ぼう
（小）命の日集会
（中）期末テスト、運営委員会
18 土 （天）花まつり
19 日 （中）食育の日
20 月 （天）身体測定、容儀しらべ

21 火 （み）みずほ農園へ、３B体操＆リトミック
22 水 （み）身体測定
（小）校内研修、児童集会

老人会・婦人会・体協・交通・消防

市関係・住民自治会・民児協他

（婦）太極拳

燃えるごみ
・元気体操（コミセン）
（婦）日 舞
（老）会長会
（老）鶴寿会
・校区一斉清掃
（老）舞 踊
（自）スプリングコール

燃えるごみ

・移動図書館〔ともだち号〕

（老）カラオケ
（婦）太極拳
・いきいきサロン〔竹之内〕
（老）レクダンス

・民生・児童委員月例会

燃えるごみ

（婦）日 舞
・元気体操（大坪）

（老）千代永会
（老）いそみ会
（老）大明神会
（老）舞 踊
（自）スプリングコール
・いきいきサロン〔塩北・新開〕

（婦）太極拳
・いきいきサロン〔新田〕
・いきいきサロン〔塩南〕
・いきいきサロン〔上西・中西〕

資源の日╱燃えるごみ
・市政協力員月例会

保育園・小学校・中学校・ＰＴＡ

・住民自治会運営委員会

・住民自治会広報部会

・トウモロコシ収穫祭
(住民自治会）
燃えるごみ

老人会・婦人会・体協・交通・消防

23 木 （中）選手推戴式
（老）レクダンス
（小）フッ化物洗口
24 金 （天）非常時対応訓練
（婦）日 舞
（み）お誕生会、英語で遊ぼう
・元気体操（大坪）
25 土 （中）八代中体連総体
26 日 （中）八代中体連総体
27 月 （天）容儀しらべ
（老）舞 踊
（中）専門委員会
（自）スプリングコール
28 火 （天）誕生会
（み）３B体操＆リトミック
（中）生徒議会、成績交換
29 水 （小）校内研修
（中）校内研修、生活指導委員会
30 木 （み）避難訓練
（老）鶴寿会（奉仕作業）
（小）授業参観、学級懇談会、フッ化物洗口

まだ間に合います！
集団（複合、ヤング健診）健診！
集団健診は、希望する特定健診やがん検診などが半日で
受けられます。まだ申し込みをしていない方は、八代市保健
センターまで、ぜひお申し込みください！
（前年度受診した人、申し込みした人には、受診券を送付し
ます。）※感染予防対策を徹底した上で実施します。
【健診日程】
・６月１日（水）～６日（月）
会場 ： 八代保健センター
５日（日）歯科・ヤング検診を含む全ての健診
・６月７日（火）～１３日（月）
会場 ： 桜十字ホールやつしろ
１０日（金）歯科・ヤング検診を含む全ての健診
１２日（日） 同上
【対象者と自己負担金】
健診の種類

特定健診
（国保加入者）

・青少年街頭指導

（老）舞 踊
（自）スプリングコール
・いきいきサロン〔馬越〕
・いきいきサロン〔山下〕
（老）カラオケ

日 曜

対象者

基本（ヤング）健診 20歳～39歳

燃えるごみ

・元気体操（コミセン）
（婦）日 舞

☎３８-２３９０

日奈久コミセンだより【２０２２年６月】

40歳～74歳

75歳～（65歳～後期
後期高齢者健診 高齢者医療保険加入
含む）
40歳以上
肺がん・結核検診
（必要な人のみ+喀痰
大腸がん検診
40歳以上
胃がん検診
40歳以上
20歳～39歳
（ヤング健診）
腹部超音波健診
40歳以上
（複合健診）
30歳～39歳の女性
乳房超音波検査
（ヤング健診）
乳がん検診
40歳～49歳の女性
マンモグラフィ2方向
50歳以上の女性
マンモグラフィ1方向

自己
負担金（円）

2,400
500

400
(800)
500
1,500
1,100

1,000
1,600

資源の日╱燃えるごみ

燃えるごみ

金婚夫婦を表彰します
【対 象】
○昭和４７年１月１日から昭和４７年12月
31日までの間に結婚又は入籍されたご夫婦
○昭和４６年以前に結婚又は入籍をされたご夫婦で、
これまでに金婚夫婦表彰を受けたことがないご夫婦
【申込期間】
６月１日（水） ～ ６月３０日(木)
【申込場所】
市役所高齢者支援課、各支所内健康福祉地域事
務所、出張所、各校区コミュニティセンター
【申込方法】
申込場所に設置してある「金婚夫婦表彰式及び情
報提供同意書」に必要事項を記入し提出してください。
電話での申請は出来ません。
【式典開催日】
９月下旬開催予定
申請された方には、後日、案内状を送付します。
【問合せ先】
八代市高齢者支援課
☎３３－４４３６

６月は環境月間です。
みんなで環境整備に努めましょう！
日奈久校区では６月5日(日)を、校区一斉清掃の実
施日として取り組むこととなりました。
町内によっては、実施日が異なることがありますので、
各町内の実施日を確認しご協力ください。
ボランティア袋に家庭ごみなどが混在すると、回収され
ない恐れがあります。ご注意ください。

1,200
1,200

歯周病検診

1,000

【申込み・問合せ先】
八代市保健センター

燃えるごみ

800

子宮頸がん検診 20歳以上の女性
40歳～74歳

市関係・住民自治会・民児協他

作業時は密にならないよう注意し、マスク着用など、
コロナウイルス感染症対策に心がけてください。

「やあ!元気？」 かけ声一つ 笑顔が二つ
☎３２－７２００

