
1 木

サイレン点検日
国民安全の日
くずまき高原牧場ラベンダー園鑑賞会(～ 20日)
中学生一日体験入学
なかよし広場

正午

9:00～11:30

町内

葛巻高校
保健センター

2 金

3 土 葛巻町子どもリーダー研修会
おはなしくるくる

9:00～
11:00～

森と風のがっこう
公民館図書室

❹ 日

5 月

6 火 子育てサロン 10:00～12:00 保健センター

7 水

葛巻町長寿スポーツ大会
ママのクッキング講座②
1歳6ヶ月児健康診査
献血
 〃
フラダンス教室③

10:00～
10:00～11:30
13:00～
10:00～11:30
13:00～15:30
19:00～

総合運動公園
保健センター
　　〃
JA新岩手葛巻中央支所
葛巻高校
総合センター

8 木 やまどり号巡回
なかよし広場 9:00～11:30

江刈・北部方面
五日市保育園

9 金 やまどり号巡回
心配ごと相談 9:00～12:00

五日市・馬渕・江刈川方面
保健センター

10 土 第27回葛巻町民登山（～ 11日、岩手山）
子どもオープンデー 10:00～ 森と風のがっこう

11 日 クリーン葛巻行動の日（河川の部）
運動会 江刈中

12 月 やまどり号巡回 小屋瀬・吉ヶ沢方面

13 火
やまどり号巡回
子育てサロン
第3回食生活改善推進員養成教室

10:00～12:00
10:00～15:00

田代～茶屋場
保健センター
　　〃

14 水 乳児健康診査・離乳食学級 13:00～ 保健センター

15 木 なかよし広場
町村合併55周年記念式典

9:00～11:30
10:00～

保健センター
社会体育館

16 金

17 土 森のようちえん⑤ 10:00～14:00 くずまき高原牧場

18 日 森のようちえん⑤-2 10:00～14:00 くずまき高原牧場

19 月 海の日
袖山高原の夕べ 18:30～ レストハウス袖山高原

20 火 子育てサロン
心配ごと相談

10:00～12:00
9:00～12:00

保健センター
　　〃

21 水 農業委員会総会
幼児歯科健康診査 10:00～15:30 保健センター

22 木 なかよし広場
町民法律相談

9:00~11:30
10:30~15:00

五日市保育園
総合センター（保健相談室）

23 金 終業式（葛巻小、小屋瀬小、吉ヶ沢小、
江刈小、五日市小、葛巻中、葛巻高）

24 土
おはなし会＆映画会（江刈地区）
くずまき高原牧場ファームワ
ンダーランド2010（～ 26日）

13:00～
くずまき高原牧場

25 日

26 月 終業式（小屋瀬中、江刈中）
エコ・エネ大使「第1回実践行動」 9:00~ 役場・町内施設

27 火 子育てサロン
第4回食生活改善推進員養成教室

10:00~12:00
10:00~15:00

保健センター
　　〃

28 水

予防接種（麻疹風疹３期・二種混合）
第41回岩手県緑の少年団大会（～29日）
（葛巻地区森林愛護少年団参加）
フラダンス教室④

13:00~
11:00~

14:00~

保健センター
住田町「種山ヶ原森林
公園」
総合センター

29 木 なかよし広場
年金相談

9:00~11:30
8:30~14:30

保健センター
役場（住民会計課）

30 金 心配ごと相談 9:00～12:00 保健センター

31 土

第8回岩手県少年軟式野球
新人大会葛巻町予選会
くずまきへっちょまつり「生
ビールまつり」
中学生バスケットボールサマーキャ
ンプinくずまき（～8月1日）

9:30～

14:00~20:00

9:00～

総合運動公園

JRバス葛巻駅構内

社会体育館他

❶ 日

サイレン点検日
夏の交通事故防止県民運動（～ 10日）
第4回くずまき高原牧場サマー
ワンダーランド2010（～ 7日）
第63回県北野球大会

正午

9:00～

町内

くずまき高原牧場

総合運動公園

2 月 固定資産税（第2期）・国民健
康保険税（第1期）口座振替日

3 火 子育てサロン 10:00～12:00 保健センター

4 水

第23回葛巻町ゲートボール
世代間交流夏季大会
ふれあい体験学習
妊婦歯科講話
乳児健康診査・離乳食学級
フラダンス教室⑤

9:00～

9:00～16:00
10:00～11:30
13:00～

総合運動公園

保健センター
保健センター
保健センター

5 木 なかよし広場 9:00～11:30 江刈保育園
6 金 手作り絵本展（～8日） 9:00～19:00 総合センター

7 土

第27回葛巻カップミニバスケッ
トボール交流大会（～8日）
岩手県野球協会長杯第9回学童軟
式野球新人大会葛巻町予選会

9:00～

9:30～

社会体育館・葛巻高校

総合運動公園
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健康福祉 ネットワーク
みんなでつくろう健康くずまき

特定不妊治療費を助成しています
　岩手県では、不妊治療の経済的な負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療（体外受精、顕
微授精）を受けたご夫婦に対して、治療費の一部を助成しています。

　以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
・法律上の夫婦であること。
・夫婦またはいずれか一方が特定不妊治療を開始した日以前から県内に居住していること。
・特定不妊治療以外の治療法で、妊娠の見込みがないか、または、極めて少ないと医師に診断されていること。
・夫婦の前年の所得合計額が730万円未満であること。
・県外の地方公共団体から本助成金の交付を受けていないこと、または、通算５年の交付を受けていないこと。

　岩手県知事が指定した医療機関において治療した、保険診療の適用とならない特定不妊治療（体外受精、顕
微授精）に限ります。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による治療や特定不妊治療のうち、採卵に至らない場合は
対象外となります。

・夫婦一組に対して、１回の治療につき15万円まで、１年度あたり２回を限度に助成金を支給します。
　（１年度あたり、２回まで申請ができます。）
・助成期間は夫婦一組に対して、通算５年度までです。（隔年でも、連続でも構いません）

治療が終了してから、原則１ヶ月以内に保健所に直接申請してください。

１　特定不妊治療費助成金申請書
２　岩手県特定不妊治療費受診等証明書（指定医療機関にて証
明）
３　領収書（指定医療機関が発行）
４　夫婦のそれぞれの住所が確認できる住民票（日本国籍以外
の方は、外国人登録原票記載事項証明書が必要です。）

５　法律上夫婦であることを証明する書類（住民票で確認でき
る場合は省略可）
６　夫婦それぞれの前年度所得額を証明する書類

　上記岩手県の助成制度を受けている人で、次の２つの条件を
満たす方には、葛巻町でも助成します。助成額は１年に10万
円、５年を限度としています。
１　夫婦のいずれか、町内に住所がある人
２　県が指定する医療機関で特定不妊治療を受けた人

助成を受けることができる方

対象となる治療

助成の内容

申請方法　

申請に必要な書類

葛巻町でも助成しています

詳しくは、下記までお問い合わせください
岩手県・保健福祉部児童家庭課少子化担当
　　　　019-629-5464
　　　　県央保健所健康推進課健康づくりチーム
　　　　019-629-6569
葛巻町・健康福祉課健康係　66-2111（内線 159）

受講者募集！

～自殺者ゼロの町を目指して～

こころ支えあい
地域サポーター養成講座

葛巻町自殺予防活動

対象者：民生児童委員・保健委員・そ
の他自殺予防に関心のある方（20
名程度）

場所：葛巻町保健センター
開催月日：２日間 1コース
① 7月 26日（月）受付　12:50 ～ 
② 8月 23日（月）受付　10:00 ～
内容：□自殺予防における地域住民活

動の意義
□こころの病気と自殺の関係
□多重債務について
□聴くということ　など

申込締切：7月 16日（金）
申込先：健康福祉課（内線 158）

住民検診の結果を送付しています！
　精密検査が必要で紹介状が同封されている
方は、必ず病院を受診しましょう。


