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■記号の説明・・・ ＝問い合わせ　 ＝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

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㈪・18日㈪　　 ６日㈬・20日㈬　　 18日㈪・25日㈪　　
18日㈪・25日㈪　　 18日㈪　　 20日㈬　　 25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

６日㈬・12日㈫・27日㈬　　 ６日㈬・20日㈬　　 ７日㈭・20日㈬
13日㈬・25日㈪　　 18日㈪　　 20日㈬　　 25日㈪

健康相談・栄養相談

会　　場 日　　　時

市役所本庁舎（成分） ４日㈪　10：00～15：00
　（予約） 12月22日㈫まで

能登川福祉センターなごみ
（成分・全血）

21日㈭　10：00～15：00　
　（予約） １月15日㈮まで
※全血は予約不要。直接会場にお越しください。

献血

歯

科

12月６日㈰ 12月13日㈰ 12月20日㈰ 12月23日㈷ 12月27日㈰ 12月29日㈫
ふれあい歯科医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-49-5757

平田歯科医院
（蒲生郡竜王町）
☎0748-57-0600

北村歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-32-2513

マキノ歯科医院
（中野町）

☎0748-24-5300

住井歯科医院
（東沖野三丁目）
☎0748-22-1290

たつやま歯科医院
（林田町）

☎0748-25-0360
12月30日㈬ 12月31日㈭ １月１日㈷ １月２日㈯ １月３日㈰

　
サンロード黒岩歯科
（近江八幡市）
☎0748-31-2711

加藤歯科医院
（五個荘竜田町）
☎0748-48-2625

松崎歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-34-8686

井田歯科医院
（八日市金屋一丁目）
☎0748-23-4588

尾賀歯科医院
（近江八幡市）
☎0748-32-2813

診療時間は、すべて10：00～16：30　 滋賀県歯科医師会湖東支部　☎0748-48-7370

せら知おの療診の始年末年

医

科

12月29日㈫ 12月30日㈬ 12月31日㈭ １月１日㈷ １月２日㈯ １月３日㈰
10:00～20:00 10:00～20:00 10:00～18:00 13:00～20:00 10:00～20:00 10:00～20:00

八日市休日急患診療所（八日市緑町）☎0748-23-5020／近江八幡休日急患診療所（近江八幡市中村町）☎０748-33-9311
※いずれも診療科目は内科・小児科・外科。受付は、診察終了時間の20分前までです。

中川クリニック
（愛知郡愛荘町）
☎0749-42-2225

北村医院
（愛知郡愛荘町）
☎0749-37-2008

湖東記念病院
（平松町）

☎0749-45-5000

城医院
（小池町）

☎0749-45-1100

世一クリニック
（愛知郡愛荘町）
☎0749-42-7506

診療時間は、すべて9:00～17:00（受付は16:30まで）

　今年度の対象となるお子さんは次のとおりです。ま
だ接種をされていない人は、計画的に接種を受けま
しょう。未接種の人には、12月中旬に通知をします。
■麻しん風しん
　◎平成15年４月２日～平成16年４月１日生まれ（２期）
　◎平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ（３期）
　◎平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれ（４期）
■二種混合（ジフテリア・破傷風）
　◎平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれ

麻しん風しん予防接種・
二種混合予防接種を受けましょう

　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。料理前やトイレの後には石けんでよく手を洗い、
カキなどの二枚貝のほか生ものを調理する際は中
心までよく火を通すことなどを心がけて感染を予防
しましょう。

ノロウイルス
食中毒に注意!!

　世界エイズデーの前後（11～12月）には、毎年日
本各地でも啓発イベントが開催されています。さ
まざまなな事情によりエイズとともに生きていか
なくてはならない人々に偏見をもたず、差別せず、
エイズに対する理解と支援を深めるため、それら
のイベントに参加してみてはどうでしょうか。

12月１日は世界エイズデーです
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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

赤ちゃんサロン 身長・体重も測れます （開催）
9：30～11：00

４日㈪　 ６日㈬・20日㈬　 ７日㈭　 15日㈮
18日㈪・25日㈪　 18日㈪　 25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】 18日㈪

マタニティ教室
妊娠編：妊娠に伴う体と心の変化について、妊婦体操 （受付）

９：30～９：45
【全地区対象】 21日㈭

食事編：妊娠期の食を考えよう 【全地区対象】 28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 14日㈭　 26日㈫　 29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㈭　 22日㈮　 22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】 18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】 19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21年９月１日～15日出生児） 19日㈫　　　（平成21年９月16日～30日出生児） 26日㈫
（平成21年９月出生児） 22日㈮　 25日㈪　

７ か 月 児 相 談 （平成21年６月出生児） 14日㈭　 19日㈫　 28日㈭

10 か月児健 診 （平成21年３月１日～15日出生児） 18日㈪　　　（平成21年３月16日～31日出生児） 25日㈪
（平成21年３月出生児） 19日㈫　 26日㈫　　

１歳６か月児健診 （平成20年７月出生児） 14日㈭　 21日㈭　 27日㈬　

２歳６か月児健診 （平成19年７月出生児） 14日㈭　 21日㈭　 28日㈭

３歳６か月児健診 （平成18年７月出生児） ７日㈭　 12日㈫　 15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）


