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■記号の説明・・・ ＝申し込み　 ＝問い合わせ　 ＝日時　 ＝場所　 ＝対象　 ＝定員　 ＝IP電話

３日㈷ ４日㈰ 11日㈰ 18日㈰ 23日㈷ 25日㈰

藤居歯科医院
（林町）

☎0748-42-0240

川南歯科医院
（川南町）

☎0748-42-0419

北村歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-32-2513

堀歯科医院
（蒲生郡日野町）
☎0748-53-3520

くらがき歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-31-3538

松崎歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-34-8686

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せら知おの療診科歯日休の月11

事　業　名 対象者 会場と期日 持ち物

ＢＣＧ

生後３か月から６か月未満の乳児
※予防接種は体調が悪いと受けるこ
とができないため、接種期間の短
いBCGを優先して受けてください。

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）

※BCGは生後 6か月を過ぎると法定外接種となり、接種費用が自己負担となります。ただし、個別に受診している医療機関で接種が不適当と判
断された場合は、満１歳未満であれば公費負担となる制度がありますのでご相談ください。

会　　場 日　　　　　　時

市役所（本庁）
３日㈪ 10：00～15：00
11/27までに八日市保健センターまで予約が必要

能登川福祉セ
ンターなごみ

14日㈮ 10：00～15：00
12/10までに能登川保健センターまで予約が必要

愛東福祉セン
ターじゅぴあ

26日㈬ 10：00～15：00
12/19までに愛東保健センターまで予約が必要

　ノロウイルスによる食中毒が発生しやすい季節
です。このウイルスは感染力が強く、人から人へ
の二次感染につながり集団発生を起こすことがあります。
　ノロウイルスを原因とする食中毒は、カキなどの二枚貝から起
こるケースが多くなっています。ほかにもウイルスに感染した人が、
手をよく洗わないまま調理することで、食品にウイルスが付着し、
汚染された食品が原因になることもあります。
　多く発生する時期は、気温の低い11月から３月までです。感染す
ると下痢や嘔吐、発熱などを起こします。子どもや高齢者は、脱
水症になったり、嘔吐物をのどに詰まらせる危険性があります。
感染すると１～３週間程度、便にウイルスが排出されるため、症
状が治まっても油断はできません。

　歯を失う原因の約40％が歯周病です。この病気は、歯
し

垢
こう

が
たまることで口の中で菌が増え、気付かないうちに歯茎（歯
肉）が緩み、歯が抜けてしまいます。今回の講座で、歯周病
の予防方法や最近の歯科事情を学び、生涯自分の歯でいき
いきと暮らしましょう。

★講師：医療ジャーナリスト　蒲谷 茂さん
12月１日㈯14:00～15:30（13:30から受付）
ショッピングプラザ・アピア４階研修室
市内在住者　 100人
不要。直接会場にお越しください。
健康推進課 ☎0748-24-5646　 050-5801-5646

入場無料周病市民公開講座歯

ノロウイルス
食中毒に注意!!

冬季に発生

■家庭での予防対策
①トイレの後や料理の前には、必ず石
　けんでよく手を洗いましょう。
②感染した人の便や嘔吐物には直接手
　で触れないよう、使い捨てのゴム手袋
　を使用し、ティッシュペーパーなどで処理しましょう。
③カキなどの二枚貝は、ノロウイルスに汚染されても十分
　な加熱で死滅させることができます。加熱の際は、中心 
　までよく火を通し、調理器具も清潔にしましょう。
④下痢や風邪に似た症状でノロウイルスによる食中毒が
　疑われる場合は、医療機関を受診してください。また、
　二次感染を防ぐため、調理は控えてください。

ノロウイルスを
含む便・嘔吐物

食材・調理器具

市場・店頭感染

手指

厨房・食卓

河川・海
下水 ↓汚水処理施設

能登川保健センター
 ☎０７４８－４２－８７０２
    IP０５０－５８０１－８７０２
  ℻０７４８－４２－８７０９

五個荘保健センター
 ☎０７４８－４８－５７００
    IP０５０－５８０１－５７００
  ℻０７４８－４８－５７２９

蒲生保健センター
 ☎０７４８－５５－２９１０
    IP０５０－５８０１－２９１０
  ℻０７４８－５５－１１６０

愛東保健センター
 ☎０７４９－４６－８０６０
    IP０５０－５８０１－８０６０
  ℻０７４９－４６－８０６６

永源寺保健センター
 ☎０７４８－２７－０３４９
    IP０５０－５８０１－０３４９
  ℻０７４８－２７－１６６８

湖東保健センター
 ☎０７４９－４５－３３３１
    IP０５０－５８０１－３３３１
  ℻０７４９－４５－３３９１

八日市保健センター
 ☎０７４８－２３－５０５０
    IP０５０－５８０１－５０５０
  ℻０７４８－２３－５０９５

各保健センターを記号で
表示しています
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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

３日㈪　　 ３日㈪・17日㈪　　 ３日㈪・18日㈫
３日㈪・６日㈭・17日㈪ ※６日は梅林教育集会所（13:30～15:00）　　
７日㈮・20日㈭　　 10日㈪・17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。

３日㈪　　 ３日㈪・18日㈫　　 ５日㈬・12日㈬・26日㈬
６日㈭・20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
７日㈮・20日㈭　　 11日㈫・27日㈭　　 14日㈮・25日㈫

保健センターカレンダー

母子保健事業は、下記の会場で実施します。

対象地区
会　　場

乳幼児健診 ７か月児相談・マタニティ教室・離乳食教室
平田・市辺・建部・中野・八日市・南部・蒲生 八日市保健センター 蒲生保健センター

玉緒・御園・永源寺・愛東・湖東 湖東保健センター 永源寺・愛東保健センター

五個荘・能登川 能登川保健センター 五個荘保健センター

※詳しくは、各世帯に配布しました「健康カレンダー｣をご覧ください。市民課・各支所・保健センター・保育園・幼稚園にも置いています。
※対象会場で受診・参加できなかった場合は、ほかの会場で受けてください。なお、健診の前日までに居住地域の保健センターまで
ご連絡ください。　※子育てについての相談は随時、各保健センターで実施しています。

事　業　名 対　象　者 会場と期日 持ち物

４ か 月 児 健 診

平成19年８月１日～15日出生児 18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

平成19年８月16日～31日出生児 25日㈫

平成19年８月出生児 11日㈫　 21日㈮　

７ か 月 児 相 談 平成19年５月出生児 14日㈮　 19日㈬　 20日㈭ 母子健康手帳、おたずね票、バスタオル

10 か月児健 診

平成19年２月１日～15日出生児 10日㈪

母子健康手帳、おたずね票、バスタオル平成19年２月16日～28日出生児 17日㈪

平成19年２月出生児 19日㈬　 25日㈫

１歳６か月児健診 平成18年６月出生児 ６日㈭　 18日㈫　 20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17年６月出生児 ６日㈭　 13日㈭　 20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16年６月出生児 13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

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

３日㈪　　 ３日㈪　　 ７日㈮　　 ７日㈮
10日㈪・17日㈪　　 11日㈫・25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）
9：30～12：00

３日㈪

マタニティ教室
（要予約）

秋期３回目/分娩経過・呼吸法で身体をリ
ラックスさせよう（持ち物）母子健康手帳

（受付時間）
13：30～13：45

８日㈯　　 14日㈮
15日㈯【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ

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

４日㈫　　 ５日㈬
13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

６日㈭　　 ７日㈮


