
広報ひがしおうみ　2008.11.1 8

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

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日㈰ ３日㈷ ９日㈰ 16日㈰ 23日㈷ 24日㉁ 30日㈰
村上歯科診療所
（八日市東浜町）
☎0748-23-0355

藤居歯科医院
（林町）

☎0748-42-0240

住井八幡歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-33-1100

中村歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-33-9176

村山歯科医院
（読合堂町）
☎0749-45-3123

たつやま歯科医院
（林田町）

☎0748-25-0360

加藤歯科医院
（横溝町）

☎0749-45-0115

せら知おの療診科歯日休の月11

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
  ℻０７４９－４６－０２１５

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

詳しくは、各世帯に配布の「健康カレンダー｣をご覧ください。カレンダーは市民課、各支所・保健センター・幼稚園・保育園にも備えています。

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
（開催）9：30～11：30

４日㈭＊・８日㈪・22日㈪　＊４日は梅林教育集会所（13:30～15:00）
１日㈪・15日㈪　　 ２日㈫・26日㈮　　 ３日㈬・12日㈮
５日㈮・17日㈬　　 ８日㈪・15日㈪　　 ８日㈪・17日㈬

栄 養 相 談
（会場の保健センター
まで予約が必要）

栄養士による食生活の相談
など

２日㈫・26日㈮　　 ３日㈬・10日㈬・24日㈬　　 ３日㈬・12日㈮
５日㈮・25日㈭　　 ８日㈪・16日㈫　　 ８日㈪・16日㈫
11日㈭・25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

健康相談・栄養相談

会　　場 日　　　時

市役所本庁舎 １日㈪　10：00～15：00
　（予約） 11月25日㈫まで

愛東福祉センターじゅぴあ 15日㈪　10：00～15：00　
　（予約） 12月９日㈫まで

能登川保健センター 24日㈬　10：00～15：00　
　（予約） 12月17日㈬まで

献血（成分）

　11月から３月はノロウイルスによる食中毒が発生し
やすい時期です。ノロウイルスは、感染力が強いため
人から人へと感染し集団発生する場合があります。下
記のことに心がけて、感染を予防しましょう。

■家庭での予防方法
●料理前やトイレの後には、石けんで手を洗いましょう。
●感染した人の便や嘔吐物には直接手で触れないよ
　うにし、使い捨てのゴム手袋やティッシュ
　ペーパーなどを使用しましょう。
●カキなどの二枚貝は、中心までよく火を
　通し、調理器具も清潔にしましょう。
●ノロウイルスによる食中毒が疑われる場合は、すぐ
　に医療機関を受診してください。また、二次感染
　を防ぐため、調理を控えましょう。

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・海トイレ ↓下水

　「健康」や「食」をテーマにした催しです。
12月14日㈰13:30から　
ショッピングプラザ・アピア４階

　アピアホール（八日市浜野町）
健康推進課　

　☎ 0748-24-5646　 050-5801-５646

東 近 江 市 健 康 フ アエ

★わかりやすい人工歯根（インプラント）治療について
　講師：滋賀医科大学歯科口腔外科教授  山本 学さん
11月９日㈰ 14:30～15:30（受付14:00から）
県立男女共同参画センター（近江八幡市鷹飼町）
どなたでも参加できます。直接会場にお越しください。

◎県民フォーラム・歯
は

～とふる淡海（11:00から同日開催）
★講話：料理研究家　程　一彦さん
★シンポジウム：滋賀大学教授　西尾善彦さん
★フッ素塗布、口臭チェック、栄養・健康相談など
滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

市民公開講座歯 について
考える

ノロウイルス
食中毒に注意!!
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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・むし歯予防教室 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 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

※対象会場で受診・参加できなかった場合は、ほかの会場で受けることができます。その場合、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。

健康推進課　
　☎0748-24-5646　 050-5801-5646

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 （開催）
9：30～11：00

１日㈪　 ２日㈫　 ５日㈮・17日㈬　
８日㈪・15日㈪　 ８日㈪　 ８日㈪　 12日㈮

おっぱい相談
（予約が必要） 産前・産後のおっぱいに関する相談 （受付）

9：15～９：30 ８日㈪

マタニティ教室 ［妊娠後期編］分娩経過について、呼
吸法で身体をリラックスさせよう

（受付）
13：30～13：45

６日㈯【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ
13日㈯　　 20日㈯

離 乳 食 教 室 ５か月ごろから少しずつ始めましょう （受付）
９：30～９：45

４日㈭【会場】蒲生いきがい活動支援センターせせらぎ
11日㈭　　 19日㈮

むし歯予防教室 健診などでお知らせした人 （開催）
9：30～11：30 ３日㈬　　 ５日㈮　　 ９日㈫

妊婦さん、子どもさんの教室・相談

（受付時間 乳幼児健診／１３：００～１３：３０ ７か月児相談／９：３０～９：４５）
※対象月に受診できない場合は、翌月に受診してください。

乳幼児健診・相談
事　業　名 対象者、会場、期日

４ か 月 児 健 診 （平成20年８月１日～15日出生児） ９日㈫　　　（平成20年８月16日～31日出生児） 24日㈬
（平成20年８月出生児） 19日㈮　　 22日㈪　

７ か 月 児 相 談 （平成20年５月出生児） 16日㈫　　 18日㈭　　 22日㈪　　

10 か月児健 診 （平成20年２月１日～15日出生児） 15日㈪　　　（平成20年２月16日～29日出生児） 22日㈪
（平成20年２月出生児） 15日㈪　　 16日㈫

１歳６か月児健診 （平成19年６月出生児） 10日㈬　　 11日㈭　　 18日㈭　

２歳６か月児健診 （平成18年６月出生児） ４日㈭　　 11日㈭　　 18日㈭

３歳６か月児健診 （平成17年６月出生児） ４日㈭　　 ９日㈫　　 19日㈮

母子保健事業の持ち物は、
「健康カレンダー」
「すくすく手帳」を
ご覧ください。

事 業 名 対象者 会場と期日

Ｂ Ｃ Ｇ
生後３か月から６か月未満の乳児
※体調が悪いと受けることができないため、無料接
　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〉

※BCGは生後6か月を過ぎると、接種費用が自己負担となります。受診の医療機関で「生後６か月までの接種が不適当」と判断された場合は、満１
歳未満であれば無料となる制度がありますのでご相談ください。生まれた時からの病気などで、市外にかかりつけ医がある場合もご相談ください。

予防接種（受付時間　１３：0０～１3：３０）


