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

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

事　業　名 内容など 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

２日㈭・14日㈫※２日は愛東人権啓発センター（13:30～15:00）
６日㈪・20日㈪　　 ６日㈪・20日㈪　　 13日㈪・20日㈪　
15日㈬　　 22日㈬　　 27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

８日㈬・22日㈬　　 14日㈫　　 15日㈬
20日㈪　　 22日㈬　　 27日㈪　　 27日㈪

健康相談・栄養相談

会　　場 日　　　時

市役所本庁舎 ６日㈪　10：00～15：00
　（予約） ３月31日㈫まで

能登川福祉センターなごみ 30日㈭　10：00～15：00　
　（予約） ４月23日㈭まで

献血（成分）

　市では、食生活の改善や生活習慣病の予防
など、市民の健康づくりに取り組んでいます。
その推進にご活躍いただくサポーターの養成講
座です。
　講座の内容は、保健・福祉の講義や調理実
習、どなたでもできる
軽い運動などです。
　みなさんのご参加
をお待ちしています。
満20歳以上の市内在住者で、平成22年度

から健康推進員として活躍していただける人。
平成21年５月～12月の間で８日間（40時間）
無料（ただし、調理実習の材料費は必要）
３月27日㈮まで
健康推進課　

　☎0748-24-5646　 050-5801-5646
　または各保健センター

市外で予防接種が受けられます
　麻しん（はしか）や風しんなど、様々な感染症を予
防するためには、乳幼児期からの計画
的な定期予防接種を受けることが大切
です。予防接種の広域化事業により、 
市外（県内）の医療機関で予防接種を
受けることができます。

 ●市外にかかりつけ医師がいる人
　 ●やむを得ない事情により市が指定する以外の医
　　　療機関で予防接種を希望する人
※市外で予防接種を受ける場合は、事前に各保健セン
ターで手続きが必要です。  （持ち物：母子健康手帳、印鑑）

受講生募集
健康推進員養成講座

予防接種（受付時間　ポリオ／１３：3０～１4：３０　BCG／13:00～13:30）
事　業　名 対　象 会場と期日   【  】内は対象地区

ポリオ
生後３か月から７歳６か月未満でこれまで接
種したことがない人、または今回が２回目
で前回の接種から41日以上経過している人

２日㈭【湖東】　　 ６日㈪【平田・中野】・24日㈮【御園・建部】・
　27日㈪【玉緒・南部】・5月11日㈪【八日市・市辺】
７日㈫・17日㈮【能登川】　　
８日㈬【蒲生※長峰を除く】　22日㈬【蒲生※長峰のみ】　
13日㈪【五個荘】　　 14日㈫【永源寺】　　 21日㈫【愛東】

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〉

※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。ただし、個別に受診している医療機関で「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歳未満であれば公費負担となる制度がありますのでご相談ください。また、生まれたときから
の病気などで市外にかかりつけの医師がいる場合もご相談ください。
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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３

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・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

詳しくは、３月下旬に各世帯に配布の「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 内容など 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

６日㈪　 13日㈪・20日㈪　 15日㈬・22日㈬
16日㈭　 20日㈪　 20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 ６日㈪

マタニティ教室 ①妊娠編：妊娠にともなう体と心の変化・
妊婦体操②食事編：妊娠期の食を考えよう

（受付）
９：30～９：45

【全地区対象】
① 16日㈭　② 27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

２日㈭　 ３日㈮
24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㈮　 ６日㈪　 10日㈮

ツインズサークル 双子などを育児中や妊娠中の人で情
報交換や悩み事を話し合いましょう

（開催）
10：00～12：00

【全地区対象】
６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、会場、期日

４ か 月 児 健 診 （平成20年12月１日～15日出生児） 14日㈫　　　（平成20年12月16日～31日出生児） 21日㈫
（平成20年12月出生児） 17日㈮　　 20日㈪　

７ か 月 児 相 談 （平成20年９月出生児） ９日㈭　　 10日㈮　　 23日㈭　　

10 か月児健 診 （平成20年６月１日～15日出生児） 13日㈪　　　（平成20年６月16日～30日出生児） 20日㈪
（平成20年６月出生児） 21日㈫　　 28日㈫

１歳６か月児健診 （平成19年10月出生児） ８日㈬　　 ９日㈭　　 16日㈭　

２歳６か月児健診 （平成18年10月出生児） ９日㈭　　 16日㈭　　 23日㈭

３歳６か月児健診 （平成17年10月出生児） ２日㈭　　 7 日㈫　　 17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。

１日㈰ ８日㈰ 15日㈰ 20日㈷ 22日㈰ 29日㈰
小川歯科医院
（垣見町）

☎0748-42-2130

おがわ東歯科医院
（佐野町）

☎0748-42-8191

鎌田歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-34-8063

村上歯科医院
（八日市浜野町）
☎0748-22-0355

はしもと歯科医院
（山路町）

☎0748-42-6171

市田歯科医院
（五個荘石塚町）
☎0748-48-6480


