
9　広報西ノ島 6月号

予約受付・お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

接種日 ▶ 6 月中旬以降
※詳細は決まり次第
　お知らせします。

【お問い合わせ先】
株式会社エスマイル 島根事業部

TEL：0853-20-7033
https://www.ssmile.co.jp

勤務地：スイング島前薬局
〒 684-0303 西ノ島町美田 2068-2

医療事務スタッフ
募集中

◆ 資格・経験不問 ◆
　まずはお気軽に

ご相談ください！

接種費用

無料
新型コロナウイルスワクチン
　  回目接種 のお知らせ4

現時点で得られている科学的知見等により、以下の方を対象として４回目接種を開始します。
４回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。

◆接種対象者・接種までの流れ◆　※3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した方で以下に該当する方
接種対象者 接種までの流れ

60 歳以上の方
①役場から接種券を郵送します。（接種日など記載した案内文も同封します。）
②案内文の記載に従ってワクチン接種の予約をしてください。

18 歳以上で
基礎疾患を有する方
または、
その他重症化リスクが
高いと医師が認める方

①基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方
は、その医療機関の医師に相談した上で、接種をするかどうかの判断をしてください。

②接種を希望される場合は、役場健康福祉課へ電話で、接種券発行の申込をしてください。
③申込のあった方に、役場から接種券を郵送します。
　（接種日など記載した案内文も同封します。）
④案内文の記載に従ってワクチン接種の予約をしてください。

　※接種券を発行していない方は、４回目のワクチン接種はできません。

◆使用するワクチン◆　ファイザー社　または　武田／モデルナ社

◆接種日・申込締切日◆　※４回目接種の方は対象になりませんのでご注意ください。
接種日 申込締切日 接種場所 接種時間

６月　４日（土） 申込終了しました
隠岐島前病院

午前中（予定）
対象者ごとに時間を設定する
ため、時間指定はできません。

６月２５日（土） ５月２７日（金）
７月１６日（土） ６月１７日（金）

新型コロナウイルスワクチン　　　　　　回目接種 のお知らせ1 2 3

重症化リスクが高い具体的な基礎疾患については、　
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。▶

■募集職種：レインボージェット整備員
■求 人 数：若干名（男女不問）
■採用条件：
　・年齢：４５歳まで（整備知識者優遇）
　・資格：高卒資格以上
■雇用体系：常用
　　　　　　西ノ島町　別府整備工場
■労働条件：当社就業規則による。
■給与待遇：昇給及び賞与は当社規定に
　　　　　　よる。
■加入保険：社会保険・労働保険適用
■選考方法：書類選考、面接による。
■提出書類：履歴書（写真貼付）
■選考日及び採用日：適宜

《正職員》急募

お申込み及びお問い合わせ先
隠岐汽船テクノ株式会社

隠岐汽船㈱（本社）総務課
TEL 08512-2-1122

西ノ島町の広報誌に広告を

掲載してみませんか？

●お店の紹介

●イベント広告

●メンバー募集

●ひと月だけでもＯＫ

興味のある方は西ノ島町役場
企画財政課 6-0105 まで
お問い合わせください。

※掲載スペースには限りがありますので、
　申込多数の場合は先着順とさせて頂きます。
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健康福祉課だより
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お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

子宮頸がん検診のご案内

　次回のがん検診は・・・女性対象の子宮頸がん検診です。
　島根県環境保健公社による検診車での検診になります。年に１度の集団健診となっています。なお、平成31（令
和元）年に受診して細胞診とＨＰＶ検査がどちらも陰性だった方には、個別で案内をさせていただいています。

予約受付期間
5 / 23から 6/ 3まで

1 . 検診受診で早期発見！

2. 検診の予約申込！
検診の日程 ▶ 　※夕方の時間帯も実施していますので、ぜひご利用ください。

月　日 時　間 会　場

６月２９日（水）
１３：３０ ～ １５：３０ 小向交流施設

（旧美田児童館）

１５：４５ ～ １７：００ 中央公民館

６月３０日（木） ９：００ ～ １１：００ 黒木公民館
4 月 1 日現在で 20・25・30・35・40 歳 の女性の方には、 
無料クーポン を事前に郵送いたします。受診の際には無料
クーポンを忘れずにお持ちください。

クーポンをお持ちの方

島前病院公式 YouTube アカウントにて、がん啓発動画
「信頼のおけるがん情報を見つけよう！」を公開中！！
左の QR コードからぜひご視聴ください！！◀◀◀

申込期間 ▶ 5 月 23 日（月）～ 6 月 3 日（金）17 時まで

対　　象 ▶ 20 歳以上の女性（令和 4 年度に 20 歳になる方を含む）

料　　金 ▶ 子宮頸がん検診（細胞診）：1,000 円
　　　　　  HPV 検査：1,000 円

出典：島根県全国（地域）がん登録データ
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島根県年齢階級別罹患率　子宮頸がん（2017 年）

女性（CIN Ⅲを除く）

女性（CIN Ⅲを含む）

※ CIN とは子宮頚部異形成のことで、
子宮頸がんの前がん病変のことを
指します。CIN にはⅠ～Ⅲの段階が
あり、CNI Ⅲは病変の程度が高いこ
とを示します。

◆申込先◆
西ノ島町役場  健康福祉課　（電話 / 窓口 / FAX / メール /QR コードのいずれか）

申込方法 受付時間

電話・窓口での予約 8:30 ～ 17:00（平日のみ）

FAX・メール・QR コードでの予約 24 時間受付可

電話
08514-6-0104

FAX
08514-6-1183

メール
kenko-hukushi@town.nishinoshima.shimane.jp

予約用
QR コード

島根県の子宮頸がんの
罹患率は 20 歳代後半
から急増します。子宮
頸がんは通常、早期に
はほとんど自覚症状が
ありません。早期発見・
治療につなげるために
ぜひ検診を受けましょ
う！！
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予約受付・お問い合わせ先：西ノ島町役場 健康福祉課（電話：08514 - 6 - 0104）

接種日 ▶ 6 月中旬以降
※詳細は決まり次第
　お知らせします。

【お問い合わせ先】
株式会社エスマイル 島根事業部

TEL：0853-20-7033
https://www.ssmile.co.jp

勤務地：スイング島前薬局
〒 684-0303 西ノ島町美田 2068-2

医療事務スタッフ
募集中

◆ 資格・経験不問 ◆
　まずはお気軽に

ご相談ください！

接種費用

無料
新型コロナウイルスワクチン
　  回目接種 のお知らせ4

現時点で得られている科学的知見等により、以下の方を対象として４回目接種を開始します。
４回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。

◆接種対象者・接種までの流れ◆　※3回目のワクチン接種から5ヶ月が経過した方で以下に該当する方
接種対象者 接種までの流れ

60 歳以上の方
①役場から接種券を郵送します。（接種日など記載した案内文も同封します。）
②案内文の記載に従ってワクチン接種の予約をしてください。

18 歳以上で
基礎疾患を有する方
または、
その他重症化リスクが
高いと医師が認める方

①基礎疾患等で医療機関を受診しておられる方や、事前に相談できる医療機関をお持ちの方
は、その医療機関の医師に相談した上で、接種をするかどうかの判断をしてください。

②接種を希望される場合は、役場健康福祉課へ電話で、接種券発行の申込をしてください。
③申込のあった方に、役場から接種券を郵送します。
　（接種日など記載した案内文も同封します。）
④案内文の記載に従ってワクチン接種の予約をしてください。

　※接種券を発行していない方は、４回目のワクチン接種はできません。

◆使用するワクチン◆　ファイザー社　または　武田／モデルナ社

◆接種日・申込締切日◆　※４回目接種の方は対象になりませんのでご注意ください。
接種日 申込締切日 接種場所 接種時間

６月　４日（土） 申込終了しました
隠岐島前病院

午前中（予定）
対象者ごとに時間を設定する
ため、時間指定はできません。

６月２５日（土） ５月２７日（金）
７月１６日（土） ６月１７日（金）

新型コロナウイルスワクチン　　　　　　回目接種 のお知らせ1 2 3

重症化リスクが高い具体的な基礎疾患については、　
厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」をご覧ください。▶

■募集職種：レインボージェット整備員
■求 人 数：若干名（男女不問）
■採用条件：
　・年齢：４５歳まで（整備知識者優遇）
　・資格：高卒資格以上
■雇用体系：常用
　　　　　　西ノ島町　別府整備工場
■労働条件：当社就業規則による。
■給与待遇：昇給及び賞与は当社規定に
　　　　　　よる。
■加入保険：社会保険・労働保険適用
■選考方法：書類選考、面接による。
■提出書類：履歴書（写真貼付）
■選考日及び採用日：適宜

《正職員》急募

お申込み及びお問い合わせ先
隠岐汽船テクノ株式会社

隠岐汽船㈱（本社）総務課
TEL 08512-2-1122

西ノ島町の広報誌に広告を

掲載してみませんか？

●お店の紹介

●イベント広告

●メンバー募集

●ひと月だけでもＯＫ

興味のある方は西ノ島町役場
企画財政課 6-0105 まで
お問い合わせください。

※掲載スペースには限りがありますので、
　申込多数の場合は先着順とさせて頂きます。


