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■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝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

６日㈰ 13日㈰ 20日㈰ 21日㈷ 22日㉁ 23日㈷ 27日㈰

村上歯科診療所
（八日市東浜町）
☎0748-23-0355

住井八幡歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-33-1100

マナベ歯科医院
（蒲生郡安土町）
☎0748-46-6480

横矢歯科診療所
（近江八幡市）
☎0748-32-4161

にしざわ歯科医院
（春日町）

☎0748-25-2438

もうり歯科
（蒲生郡日野町）
☎0748-53-2048

住井第二歯科医院
（昭和町）

☎0748-22-4567

せら知おの療診科歯日休の月９

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・保育園にも置いています。

会　　場 日　　時

市役所本庁舎（成分） ５日㈪10：00～15：00
　（予約） ９月29日㈫まで

能登川ふれあいフェア会場
（全血）

25日㈰10：00～12：00、13：30～15：00
ふれあい運動公園（予約不要）

蒲生支所（成分） 26日㈪10：00～15：00
　（予約） 10月20日㈫まで

あいとうマーガレットス
テーション（全血）

31日㈯10：00～15：00
　（予約不要）

献血国保特定健診など、
各種検診

９:00～11:00
13:30～14:30

受付時間

＝健康診査、 ＝結核検診、 ＝胃がん検診　 ＝子宮がん検診、
＝乳がん検診

実施日 担当保健センター・会場 午前の部 午後の部

１日㈭
布引体育館

       
２日㈮        
５日㈪ 湖東保健センター　        
13日㈫ 能登川保健センター        
●転入された人で健（検）診の機会がない人や受診票をお持ちでな
い人は、居住地域の保健センターまでご連絡ください●がん検診は
あらかじめ受診票に記載された指定日に受診してください（受診
日を変更される場合は、事前に変更先の保健センターに予約して
ください）●１日㈭午前は保育を実施します（予約不要）●健康診
査には、一般健康診査、東近江市国民健康保険特定健康診査、高齢
者健康診査、生活機能検査、肝炎ウイルス検診を含みます●手話通
訳が必要な場合は、事前に保健センターまでご連絡ください

事 業 名 対象者 会場と期日   【  】内は対象地区

ポ リ オ

（ 秋 期 ）

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
※上記年齢で今春接種した人は今回対象です

５日㈪【平田・中野】　 ６日㈫【蒲生※長峰以外】
９日㈮【湖東】　 16日㈮【能登川】　 19日㈪【愛東】
23日㈮【御園・建部】　 27日㈫【永源寺】
30日㈮【五個荘】        11月２日㈪【玉緒・南部】
11月6日㈮【長峰】  　 11月９日㈪【八日市・市辺】　
11月11日㈬【能登川】

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
歳未満であれば公費負担となる制度がありますのでご相談ください。生まれつきの病気などで、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　ポリオ／１３：3０～１4：３０　ＢＣＧ／１３：0０～１3：３０）

※受講者は開催日以外にも、毎週土曜日13:00～15:00に
　筋力アップトレーニングができます。
※別途保険料1,600円（年間）が必要です。
　（今年度の前期教室受講生は、不要です）
※各教室とも３か月以上の受講が必要です。
高校生以上　 愛東保健センター
９月７日㈪から先着順
愛東保健センター　☎0749-46-8060

　　　　　　　　　　　 050-5801-8060

教室名 開催日
定員

受講料（月額）

シェイプアップ
（２教室）

①毎週火曜日19:30から
②毎週木曜日19:30から

各13人
1,500円

筋力アップ
トレーニング
（２教室）

①17:30から
　（毎週月・水・金曜日）
②19:30から
　（毎週月・水・金曜日）

各30人

2,000円

滋賀県歯科医師会湖東支部   ☎0748-48-7370

無料歯科相談、ブラッシング指導、歯周病チェック、フッ
素洗口体験、「口と歯」をテーマにしたクイズ・ゲーム、歯
科衛生士会による紙芝居、こども未来ちゃんとの記念撮影、
風船配布、保育園児の演奏、図画・ポスター・標語のコンクー
ル入選作品展示、お楽しみ抽選会など

９月13日㈰　13：00～15：30
ショッピングプラザ・アピア１階

　セントラルコート、４階研修室
　　　　　　（八日市浜野町）

フェスタ歯 は は

トレーニング教室（後期）募集講受 生
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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・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

健 康 相 談 健康全般に関する相談
（開催）9：30～11：30

1日㈭・26日㈪※１日は愛東人権啓発センター（13:30～15:00）
５日㈪・19日㈪　 ５日㈪・19日㈪　
５日㈪・19日㈪　 ７日㈬・21日㈬　 21日㈬　　 29日㈭

栄 養 相 談 栄養士による食生活の相談など
（会場の保健センターまで予約が必要）

２日㈮・21日㈬　 ６日㈫・26日㈪　 ７日㈬・14日㈬・28日㈬
７日㈬・21日㈬　 ８日㈭・26日㈪　 14日㈬・29日㈭　 19日㈪

健康相談・栄養相談

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 ５日㈪　 ７日㈬・21日㈬　 19日㈪
19日㈪・26日㈪　 22日㈭　 26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 【全地区対象】 ５日㈪

マタニティ教室
妊娠編：妊娠による体と心の変化　妊婦体操

（受付）9：30～９：45
【全地区対象】 15日㈭

食事編：妊娠期の食を考えよう 【全地区対象】 29日㈭

離 乳 食 教 室 一緒に離乳食を作りましょう （受付）９：30～９：45 １日㈭ 　 22日㈭　 28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 ７日㈬　 ９日㈮　 28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】 ５日㈪

ポルトガル語の
子育てサロン

ポルトガル語を母国語とする人たちの
子育てサロンです （開催）9：30～11：00 【全地区対象】 ６日㈫

妊婦さん・子どもさんの教室・相談

※対象月に受診できない場合は、翌月に受診してください。

（受付時間 乳幼児健診／１３：００～１３：３０ ７か月児相談／９：３０～９：４５）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21年６月１日～15日出生児） 20日㈫　　　（平成21年６月16日～30日出生児） 27日㈫
（平成21年６月出生児） 23日㈮　　 26日㈪　

７ か 月 児 相 談 （平成21年３月出生児） ８日㈭　　 16日㈮　　 22日㈭　　

10 か月児健 診 （平成20年12月１日～15日出生児） 19日㈪　　　（平成20年12月16日～31日出生児） 26日㈪
（平成20年12月出生児） 20日㈫　　 27日㈫

１歳６か月児健診 （平成20年４月出生児） ８日㈭　　 15日㈭　　 28日㈬　

２歳６か月児健診 （平成19年４月出生児） ８日㈭　　 15日㈭　　 29日㈭　　

３歳６か月児健診 （平成18年４月出生児） １日㈭　　 13日㈫　　 16日㈮

母子保健事業の持ち物は、「健
康カレンダー」または、「すくす
く手帳」をご覧
ください。


