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町からのお知らせ

よく利用する薬局の中から、薬や健康に
ついて相談できる「かかりつけ薬剤師
・薬局」を持ちましょう。

10 月１日（月）から
インフルエンザ予防接種が開始されます

ジェネリック医薬品をご存じですか

お知らせ

お知らせ

　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。予防接種を受けることにより、
約半数の方が発病を予防できるといわれており、発病しても重症化を防ぐことができます。予防接種の効果が現れる
まで２週間かかり、効果は約５か月持続します。インフルエンザが流行する 12 月～３月頃の前に接種を済ませること
が有効です。

　65 歳以上の方を対象に、インフルエンザ予防接
種の定期接種を実施します。接種は、佐賀県内の広
域実施医療機関で受けることができます。接種を
希望される方は、希望の医療機関に直接、お問い
合わせください。

対　　象　町内在住で、接種日に 65 歳以上の方

接種回数　１人１回

実施期間　10 月１日（月）～ 12 月 29 日（土）の
　　　　　 医療機関の診療日

接種料金　５００円

　個人の感染予防や重症化防止、集団での感染防止と子育て家
庭の経済的負担の軽減を目的として、町内指定医療機関で受け
るインフルエンザ予防接種費用の一部助成を行います。
　なお、高齢者以外のインフルエンザ予防接種は任意接種です
ので、接種について法律上の義務はありません。保護者の方
が判断し、接種をお願いします。

対　　象　町内在住の生後６ヶ月～中学３年生
助成内容　１回につき 1,500 円を助成（２回まで）
　　　　　※接種費用から 1,500 円が控除されます
実施期間　10 月１日（月）～ 12 月 29 日（土）の医療機関の診療日
接種時に持参するもの　母子手帳、健康保険証
実施医療機関　町内指定医療機関（下表のとおり）

※治療中の疾患がある方、卵アレルギーのある方は事前に医療機関にご相談ください。また、ワクチンの供給量の 
関係で、１０月の開始直後にはワクチンの入荷が十分でない状況も想定されます。接種を希望する医療機関へ事前
にご確認ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先　基山町保健センター　☎９２－２０４５

高齢者の定期接種について 子どもの任意接種費用一部助成について

医療機関名 住所 電話番号 予約
池田胃腸科外科 小倉 545 番地 55 ９２－２３０８ 不要

さかい胃腸・内視鏡内科クリニック 小倉 1059 番地２ ９２－１１２１
不要（接種時間は 水：午前 11 時～午後１時、

月・火・木・金：午後３時 ～５時、土：午後０時 ～２時）
※受付は接種時間の 30 分前から

つくし整形外科医院 園部 2765 番地 25 ９２－７６５５ 要
中洲医院 宮浦 259 番地 45 ８１－００６１ 不要

なるお内科小児科 けやき台１丁目 23 番地７ ９２－４１７０ 不要
（受付は平日：午後５時 30 分、土：午後５時まで）

まえはら耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 園部 2772 番地 10 ８１－０７３３ 要

鹿毛診療所 宮浦 186 番地 65 ５０－８０５９ 要（受付は平日：午後２時～５時、土：午前 9 時～12 時 30 分）
※接種は原則中学生以上（要相談）

※予約不要の場合でも、ワクチンの入荷が十分でない場合もありますので事前に医療機関へお問い合わせください。

▼ジェネリック医薬品とは？
先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・販売
される「先発医薬品と同じ有効成分を同量含んでおり、
先発医薬品と同等の効き目がある」と認められた医薬品
です。

▼ 効き目や安全性は？
ジェネリック医薬品の開発にあたり、医薬品メーカー
において様々な試験が行われており、先発医薬品と
効き目や安全性が同等であることが証明されたもの
だけが、厚生労働大臣に承認されます。

▼ジェネリック医薬品にするメリットって？　

ジェネリック医薬品にすることで、薬代の削減になり、
医療費の適正化につながります。

問  一般社団法人 佐賀県薬剤師会 ( ☎０９５２－２３－８９３１）または 佐賀県後期高齢者医療広域連合（☎０９５２－６４－８４７６）
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宝満神社の秋祭り
園部くんち

　園部くんちは、園部にある宝満神社（正応寺のお宮）
の御神幸祭です。宝満神社から御

お

仮
かり

殿
でん

（正応寺インター
付近、第２部消防団格納庫）まで約 150 メートルの道を、
御
お み こ し

神輿、御
お

弓
ゆみ

、御
お

鉄
てっ

砲
ぽう

、白
しろ

羽
は

熊
ぐま

、挟
はさみ

箱
ばこ

などが行列を作っ
て往復します。午前７時に宝満神社から御仮殿に向けて
の「お下り」、午後２時に御仮殿から宝満神社に還る「お
上り」が行われます。それぞれの神事が行われた後に行列
が出発します。行列では、羽熊や挟箱などの芸能が演じ
られ、にぎやかな大名行列を見ることができます。園部
くんちを通じて、「秋の基

き

山
やま

」を感じてみませんか。

問  教育学習課　ふるさと歴史係　☎９２－２２００

10 14 お下り神事 午前７時～
お上り神事 午後２時～

日時　　　月　　   日（日）

場所 宝満神社（基山町大字園部 742-1）

イベント 犬のしつけとマナー教室

  

場所　基山町保健センター西側　※雨天決行
対象　町に登録し、狂犬病予防接種が済んでいる
　　　飼い犬及びその飼い主
内容　①講話（犬を飼うための心得、しつけ方）
           ②実技（犬への接し方、散歩の仕方など）
※②は飼い犬との参加です。ドッグフード等の
　おやつをご持参ください。（先着 10 組）
講師　ドッグトレーナー　吉田 博幸氏
申込み締切日　10 月 23 日（火）
申込み先　まちづくり課
　　　　　生活環境係（役場２階）

　犬のしつけとは、犬が人間社会で生活するため
に必要最低限のルールを教えることです。年々、
飼い主のマナーやしつけが原因となっている苦情
が増えています。犬が好きな人、嫌いな人がお互
いに快適な生活ができるよう、犬のしつけとマ
ナーについて考えてみませんか。受講は無料です。

　ドッグトレーナー　吉田 博幸氏
　10 月 23 日（火）

　　　　　生活環境係（役場２階）

10 28 午前９時 30 分～
                11 時 30 分

日時　　　月　　   日（日）

問  まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１

募  集

きやまＲ
リ ー サ ス

ＥＳＡＳデジタルアカデミー募  集

　ＲＥＳＡＳとは、経済産業省と内閣府地方創生推進

事務局が提供する「地域経済分析システム」のことです。

まちづくりやお店・中小企業にも役立つ情報（観光情報

や企業情報・人口の動きなど）が手軽に分析できます。

　きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミーでは、このＲＥ

ＳＡＳを用いて、町の様々な課題を考えます。

　今話題のビッグデータに触れることでＩＴスキルを

身につけ、町のことを一緒に考えてみませんか？

操作の説明もありますので、パソコンに

詳しくない方も参加大歓迎です！

ＲＥＳＡＳってなに？
きやまＲＥＳＡＳデジタルアカデミーって？

　　   月　　   日（日）・　　月 　　日（金）

場所　基山町立図書館　多目的室

内容　ＲＥＳＡＳの操作説明、町の課題の分析、　 
　　　解決案の作成 ※パソコン等は図書館で用意します

対象　町内在住の方または町内に通勤・通学をされて 
　　　いる方（高校生以上）※原則２回とも受講すること

定員　先着 15 名（参加無料）

申込み方法　10 月 14 日（日）までに基山町立図書館 
　　　　　　窓口または電話（☎９２－０２８９）で
　　　　　　お申し込みください。
※受付時間は開館日（火～日曜日）の午前９時～午後６時

申込み・問合せ先　基山町立図書館　☎９２－０２８９

日時 10 28 11 23
午前 10 時～午後３時（午後０～１時は昼休み）


