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くらしの情報

講演会−ひきこもりについて−

無料

日時 3月19日
（日） 午前10時～11時半
場所 くまもと県民交流館パレア9階会議室1
演題 「ひきこもりの理解と支援～事例を通
して考える～」
講師 西山 浩介さん（特定医療法人佐藤会弓
削病院副院長）
対象 テーマに興味・関心のある方
（先着順）
定員 100人
申込み 事前に電話で熊本市ひきこもり支援
センター「りんく」
（緯3662220
平日午前9時～午後4時）へ

ひきこもり家族教室

無料

日時 3月8日
（水） 午後1時半～3時半
（毎月第2水曜日に開催）
場所 ウェルパルくまもと3階
内容 茶話会など
対象 ひきこもりのことで悩む家族
申込み 初めての方は、事前予約が必要です
詳しくは、
電話
（緯3662220 平日午前9時
～午後4時）またはホームページ（ht
t
p
：/
/
www.
kumamot
ol
i
nk.
com/
）で熊本市ひきこもり支
援センター「りんく」へ。

依存症家族教室

無料

アルコールや薬物・ギャンブルなどの依存症
に伴う問題に対応するために、家族が学びあい、
共感と癒しを得ることを目的とした教室です。
日時・内容
・3月7日（火） 午後6時半～8時半
回復者からのメッセージ（熊本ダルク）
・3月21日
（火） 午後1時半～3時半
依存症回復者の体験談（ギャンブル・薬物）
場所 ウェルパルくまもと3階
対象 依存症の方の家族
申込み 当日直接会場へ
※初めての方はまずお電話ください。
詳 し く は、こ こ ろ の 健 康 セ ン タ ー
（緯3628100 平日午前9時～午後4時）へ。

家庭訪問による難病療養相談

無料

難病患者の療養に関する悩みや家族の心配事
について、
難病専門の相談員が応じます。
日時 月～金曜日 午前10時～午後4時
対象 市内に住む難病患者と家族
申込み 電話で医療政策課（緯3643186）へ

在宅医療市民講演会

無料

たとえ病気になっても、自分らしく人生を生
ききりたいと願う患者さん・家族の支えとなる
在宅医療について考えませんか。
日時 3月25日（土） 午後2時～4時
場所 熊本市医師会館講堂（中央区本荘3丁
目33）
演題 「私流 大往生～私が決める 私が選ぶ
人生の最終段階～」
講師 前田 淳子さん（まえだクリニック院長）
対象 どなたでも
1500）ま
申込み 3月1日から電 話（緯334た は ホ ー ム ペ ー ジ（hi
gomar
ucal
l
.
j
p）でひごまるコールへ
（医療政策課 緯3643186）

難病・疾病のある方の集い
（ボチボチの会）

無料

交流会をとおして仲間をつくり、病気と上手
に付き合っていくヒントを得ませんか。
日時 3月12日（日） 午後1時半～3時半
場所 くまもと県民交流館パレア9階第2研修室
内容 ・講話「口から元気になろう。ベロタッ
チ」 吉良 直子
（中央区役所保健子
ども課歯科医師）
・おしゃべり会
対象 難病・難治性の疾病の方および家族
申込み 当日直接会場へ
詳しくは、医療政策課（緯3643186）へ。

平成28年度の特定不妊治療費助成の
申請期限が近づいています
対象

・法律上の夫婦で、体外受精および顕
微授精以外の治療法では妊娠の可能
性がないと医師に診断を受け、
指定
医療機関で対象の治療を実施した方。
・妻の年齢が43歳未満の方。
※所得制限があります。
受付期限 治療が終了した年度の3月31日
※やむをえず上記期限までに申請できなかっ
た方は4月28日まで。
※年度…4月1日～翌年3月31日。
助成額 初回治療：30万円まで
2回目以降：15万円または7万5千円まで
※治療ステージにより異なります。
※特定不妊治療の際に男性不妊治療を行った
場合、
助成の対象になります。
助成額は1回
の治療につき15万円までです。
助成回数 通算6回まで（初回申請の治療開
始時の妻の年齢が40歳以上の43
歳未満の場合は、通算3回まで）
必要書類 申請書、受診等証明書（市ホーム
ページからもダウンロードできま
す）、医療機関からの領収書原本、
通帳、
印鑑、
戸籍謄本
（本市で初回

申請または夫婦の住所が別の場
合）など、
転入の方は夫婦の所得額
を証明する書類
申込み 区役所保健子ども課へ

平成28年度の風しん予防接種費用助成
の申請期限は3月末まで
対象者 風 し ん 抗 体 価 がHI
法 で16倍 以 下
（EI
A法で8.
0未満）
で以下の要件の
いずれかの方
・妊娠を希望する女性
・妊 娠 を 希 望 す る 女 性 の 同 居 者
（パートナーなど）
・妊婦の同居者（パートナーなど）
対象予防接種 平成28年度に接種した風しん
ワクチン、または麻しん風し
ん
（MR）混合ワクチン
助成額 対象者が負担した額（上限4,
000円）
必要書類 申請書、請求書（市ホームページか
らもダウンロードできます）、
医療
機関からの領収書、
風しん抗体検
査の結果が書かれた書類
申込み 3月31日までに持参または郵送で
〒8620971中央区大江5丁目11
感染症対策課（緯3643189）へ

忘れていませんか？ 高齢者の肺炎球菌
予防接種の今年度の対象者は3月末まで
助成制度
（自己負担4,
600円）は1人1回だけ
です。この機会を逃すと、
接種は全額自己負担
（8,
000円程度）になります。
年齢

生年月日

65歳

昭和26年4月2日生～昭和27年4月1日生

70歳

昭和21年4月2日生～昭和22年4月1日生

75歳

昭和16年4月2日生～昭和17年4月1日生

80歳

昭和11年4月2日生～昭和12年4月1日生

85歳

昭和6年4月2日生～昭和7年4月1日生

90歳

大正15年4月2日生～昭和2年4月1日生

95歳

大正10年4月2日生～大正11年4月1日生

100歳

大正5年4月2日生～大正6年4月1日生

※4月1日以降は対象者が変わります。
※平成28年度の対象者の方には、平成28年の4
月に通知はがき（予防接種助成券）を送付して
います。手元にない方は再発行しますので、感
染症対策課へご連絡ください。
※対象の方で非課税世帯の方（住民票上の世帯
全員が住民税非課税の場合）
および生活保護
世帯の方などは無料で接種できます。
■平成29年度の対象の方は
平成29年度中に上記の年齢に達する人に
は、4月頃通知はがきを届けます。
詳しくは、感染症対策課（緯3643189）
へ。

市外局番 096を省略しています煙区役所の各課の電話番号は、
22～26ページをご覧ください。煙
「〒8608601」は市役所専用番号です。
住所の記載なしで郵便物が届きます。

