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事　業　名 対　象　者 会場と期日 持ち物

４か月児健診 平成18年 8月出生児 15日㈮　 20日㈬　 26日㈫　 26日㈫ 母子健康手帳、おたずね票、バスタオル、体温計、
ＢＣＧ予防接種予診票

10か月児健診 平成18年２月出生児 ６日㈬　 11日㈪　 12日㈫　 19日㈫ 母子健康手帳、おたずね票、バスタオル

１歳６か月児健診 平成17年６月出生児 ８日㈮　 19日㈫　 21日㈭　 22日㈮ 母子健康手帳、おたずね票、歯ブラシ、コップ、
タオル

２歳６か月児健診 平成16年６月出生児 13日㈬　 14日㈭　 14日㈭　 21日㈭ 母子健康手帳、おたずね票、歯ブラシ、コップ、
タオル

３歳６か月児健診 平成15年６月出生児 １日㈮　 ７日㈭　 ７日㈭　 18日㈪ 母子健康手帳、おたずね票、歯ブラシ、コップ、
タオル

事　業　名 対象者など 会場と期日

健 康 相 談
健康全般に関する相談をお受けします。
どなたでもお気軽にどうぞ。
【開催時間】9：30 ～11：30

11日㈪・18日㈪　 ５日㈫・19日㈫　 ４日㈪　
４日㈪・７日㈭【会場】梅林教育集会所・11日㈪・18日㈪・25日㈪
４日㈪・11日㈪・13日㈬・25日㈪　 ４日㈪　 11日㈪・25日㈪

栄 養 相 談
（要予約、会場の
保健センターまで）

栄養士が食生活に関する相談に応じた
り、指導を行います。

６日㈬・12日㈫・14日㈭　 15日㈮・26日㈫　 ４日㈪・20日㈬
４日㈪・21日㈭　 ５日㈫・22日㈮　 ４日㈪
11日㈪・21日㈭【会場（両日とも）】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ

事　業　名 対象者 会場と期日 持ち物

Ｂ Ｃ Ｇ 生後３か月から　
６か月未満の乳児

４か月児健診で受けてください
〈乳幼児健診と同会場〉

○母子健康手帳（忘れた人は予防接種を受けることができません）
○体温計
○予診票（すくすく手帳をお持ちの人は記入し、持参ください）

母子保健事業は、居住地域別に指定の会場で実施しています。※詳しくは健康カレンダーをご覧ください。 健康推進課（☎0748－24－5646）

事　業　名 対象者など 会場と期日

赤ちゃんサロン 身長・体重も測れます。
お気軽にどうぞ。

（開催時間）
9：30～11：00

４日㈪　 ５日㈫・19日㈫　 18日㈪
22日㈮

お っ ぱ い 相 談
（要予約）

産前・産後のおっぱいに関する相談
（持ち物）母子健康手帳、タオル、ビニール袋

（開催時間）
9：00～12：00 18日㈪

マタニティ教室
（要予約）

秋期 2回目 /妊娠期の食生活について
秋期 3回目/もく浴指導、リラックス法、
呼吸法　（持ち物）母子健康手帳

（受付時間）
2回目/9：30～9：45　
3回目/13：30～13：45

４日㈪　※秋期２回目
９日㈯　※秋期３回目【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ
16日㈯　※秋期３回目
23日㈷　※秋期３回目

離 乳 食 教 室
（要予約）

５か月ごろから少しずつ始めましょう。
（持ち物）母子健康手帳、エプロン、三角巾

（受付時間）
9：30～9：45

６日㈬　 20日㈬　
21日㈭【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ

むし歯予防教室
健診などでお知らせした人
（持ち物）母子健康手帳、歯ブラシ、
　　　　  コップ、おたずね票

（開催時間）
9：30～11：30 １日㈮　 14日㈭　 15日㈮

７ か 月 児 相 談
平成18年５月出生児／離乳食や、消防
職員による事故防止のお話など。
（持ち物）母子健康手帳、おたずね票

（受付時間）
9：30～9：45 18日㈪　 22日㈮　 25日㈪
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３日㈷ ５日㈰ 12日㈰ 19日㈰ 23日㈷ 26日㈰

北村歯科医院
（近江八幡市）
☎ 0748-32-2513

平田歯科医院
（竜王町）

☎ 0748-57-0600

住井歯科医院
（日野町）

☎ 0748-52-3434

小川歯科医院
（垣見町）

☎ 0748-42-2130

マナベ歯科医院
（安土町）

☎ 0748-46-6480

岡田歯科医院
（近江八幡市）
☎ 0748-32-2102

診療時間はすべて10：00～16：30です。
　 滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

会　　場 日　　　　　　時

市役所（本庁）
４日㈪ 10：00～15：00
要予約、八日市保健センターまで（11/28締切）

能登川福祉センターなごみ
12日㈫ 10：00～15：00
要予約、能登川保健センターまで（12/6締切）

湖東保健センター
13日㈬ 10：00～15：00
要予約、湖東保健センターまで（12/7 締切）

五個荘保健センター
18日㈪ 10：00～15：00
要予約、五個荘保健センターまで（12/12 締切）

愛東福祉センターじゅぴあ
26日㈫ 10：00～15：00
要予約、愛東保健センターまで（12/20 締切）

　筋力トレーニングやシェイプアップなど、目的に応
じてトレーニング器具を利用できます。また、各種エ
アロビクス教室を開催します。トレーニングや教室は
１回単位（利用料250円）でご利用いただけます。
能登川福祉センターなごみ

　　　　トレーニングルーム　☎ 0748-42-8708

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ先

　成人歯周疾患（歯周病）検診
30歳・40歳・50歳・60歳・70歳のみなさん

　市内に住所がある次の年齢の人を対象に、歯周
疾患（歯周病）の検査やブラッシング指導などを行
います。（※治療中の人は受診できません）
対象年齢
　30歳（S51.4.1 ～ S52.3.31生）
　40歳（S41.4.1 ～ S42.3.31生）
　50歳（S31.4.1 ～ S32.3.31生）
　60歳（S21.4.1 ～ S22.3.31生）
　70歳（S11.4.1 ～ S12.3.31生）
実施期間　12月28日㈭まで
自己負担金　500円
申込方法　直接電話で指定歯科医療機関にお申
し込みください。医療機関は、各戸に配布の「健
康カレンダー」に掲載しています。
持ち物
　①健康保険証や運転免許証など、住所・氏名・

生年月日が確認できるもの
　②歯ブラシまたは歯間ブラシ

高齢者のインフルエンザ予防接種

　市内の指定医療機関で高齢者のインフルエン
ザ予防接種が始まっています。早めに接種しましょ
う。詳しくはお問い合わせください。
対象　市内に住所があり、次の要件を満たす人。
　①接種日に満65歳以上
　②接種日に満60歳以上65歳未満で、なおかつ
心臓・じん臓・呼吸器・免疫機能の障がい
により、日常生活が極度に制限される

接種期間　12月28日㈭まで
自己負担金　1,000円
申込方法　事前に指定の医療機関で接種
日を予約してください。電話での予約もでき
ます。※ただし、能登川病院は電話予約を受け
ていませんので直接来院ください。
持ち物　健康保険証や運転免許証など、住所・氏
名・生年月日が確認できるもの

高齢者のみなさん

全地区対象　赤ちゃんサロン

　助産師の斉藤智孝さんを講師に迎え、「親子の
スキンシップ遊び」を行います。
日時　11月13日㈪ 9:30～11:00
場所　あかね文化ホール　２階ホール
持ち物　バスタオル
蒲生保健センター☎0748-55-2910

就園前のお子さんと保護者のみなさん

自己触診で『乳がん』の早期発見を !!

　乳がんは、自己触診で、早期発見ができます。定
期の検診だけでなく毎月１回、自分で触れて、し
こりがないことを確認しましょう。触診の方法など
は、各保健センターまたは健康推進課までお問い
合わせください。

女性のみなさん

＊上記で問い合わせ先の記載がない場合は、健康推進課（☎0748-24-5646）まで。
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