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７日㈰ ８日㈷ 14日㈰ 21日㈰ 28日㈰

伊東歯科クリニック
（蒲生郡竜王町）
☎ 0748-57-8287

あさひ歯科クリニック
（近江八幡市）
☎ 0748-37-5554

井田歯科診療所
（八日市金屋一丁目）
☎ 0748-23-4588

ふじせき第二歯科医院
（近江八幡市）
☎ 0748-33-2824

輪田歯科医院
（蒲生郡日野町）
☎ 0748-53-0610

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

２月17日㈯9：30～15：00
やわらぎホール（能登川支所横）

　滋賀県歯科医師会湖東支部では、
「病院歯科へのかかり方」をテーマに、
次のとおり公開講座を開催します。
　お気軽にご参加ください。 50人

１月28日㈰14：00～14：45（13：30から受付）
八日市ロイヤルホテル（妙法寺町）

☆講師／国立滋賀病院　眞岡和也医師（歯科口腔外科）

　例年、１～２月は風邪の流行などにより献血者が減少し、
輸血用血液が不足しがちです。また、滋賀県の16～29歳の
献血率は全国平均を下回っている状況です。
　このため、成人式を迎える20歳の若者を中心に、広くみ
なさんに献血のご協力をお願いする、「はたちの献血キャン
ペーン」が全国的に実施されています。多くのみなさんから
のご協力をよろしくお願いします。

　受動喫煙は、タバコを吸
わない人が自分の意志とは
関係なく、ほかの人が
吸うタバコの煙を吸っ
てしまうことです。タ
バコの煙には、喫煙者
が吸い込む「主流煙」と、
火のついた部分から立ち上
る「副流煙」とがあります。
　副流煙は主流煙よりもニコチンが
３倍、タールが３．５倍にもなり、発がん物質などが
多く含まれ健康に悪影響を及ぼします。
　つまり、喫煙は本人だけでなく、周りの人の健康
も害していることになります。

★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

■記号の説明・・・ ＝問い合わせ先　 ＝日時　 ＝場所　 ＝定員

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、ご持参ください）

　乳がんは、自己触
診で早期発見ができ
ます。定期の検診（２
年に一回、40歳以上）

だけでなく、
毎月１回は自分で触れて、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せください。

自己触診で

乳がんの
早期発見を！

入場無料

能登川保健センター　☎0748-42-8702
滋賀県歯科医師会湖東支部事務局　☎0748-48-7370

健康推進課　☎0748-24-5646

滋賀県赤十字センター　☎077-564-6311

第７回
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会　　場 日　　　　　　時

市役所（本庁）
５日㈪ 10：00～15：00
要予約、八日市保健センターまで（１/30締切）

蒲生支所
６日㈫ 10：00～15：00
要予約、蒲生保健センターまで（１/31締切）

愛東福祉セン
ターじゅぴあ

21日㈬ 10：00～15：00
要予約、愛東保健センターまで（2/15締切）

能登川福祉セ
ンターなごみ
（全血あり）

22日㈭ 10：00～15：00
要予約、能登川保健センターまで（2/16締切）
※全血は予約不要です。

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

13日㈫・26日㈪　　 ６日㈫・20日㈫　　 ５日㈪　
１日㈭【会場】梅林教育集会所（13：30～15：00）・５日㈪・19日㈪・26日㈪
５日㈪・19日㈪・26日㈪　　 ５日㈪　　 ５日㈪・26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。

７日㈬・８日㈭・14日㈬　　 ９日㈮・27日㈫　　 ５日㈪・26日㈪
５日㈪・20日㈫　　 ６日㈫・22日㈭　　 ５日㈪
15日㈭・22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

４か月児健診 平成18年10月出生児 16日㈮　 26日㈪　 27日㈫　 27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４月出生児 ５日㈪　 ８日㈭　 13日㈫　 14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８月出生児 ９日㈮　 20日㈫　 22日㈭　 23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８月出生児 １日㈭　 ８日㈭　 15日㈭　 15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８月出生児 １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

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 ５日㈪　　 ６日㈫・20日㈫　　 22日㈭　　 26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 26日㈪

マタニティ教室
（要予約）

冬期２回目/妊娠期の食生活について
（持ち物）母子健康手帳

（受付時間）
9：30～9：45

８日㈭【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ
16日㈮　　 23日㈮

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

15日㈭【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ
22日㈭　　 27日㈫　

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 ２日㈮　　 ８日㈭　　 16日㈮

７ か 月 児 相 談
平成18年７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 19日㈪　　 26日㈪　　 28日㈬
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