
参加していない成人　定員…25人（抽
選） 申し込み…往復ハガキに催し名・
住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
８月７日昔（必着）までに成人保健担当
●健康づくり運動教室

自分の体力を確認してから、自分に合
った運動を始めましょう。

時間…午前９時30分～正午　運動日程
…月４回程度（オリエンテーションで説
明） 対象…市内在住の18歳以上　持
ち物…平成20年４月以降の健康診査の
結果（要精密検査または要治療などの方
は、３か月以内に運動負荷が可能と診断
された医師の診断書も必要） 定員…
20人（抽選） 申し込み…８月３日席
～７日昔、午前10時～午後４時に電話
で成人保健担当
●難病医療相談
神経内科医による医療相談。

日時…９月１日惜、午後１時15分～
対象…難病および病名が不明で療養生活
に悩んでいる方やその家族など　定員…
先着６人　申し込み…８月３日席、午前
10時から電話で成人保健担当
●元気な80歳以上の方の「健康じまん
ポスター」を募集
自分自身の元気と健康の秘けつについ

て、写真と文章で紹介するポスターを作
成してみませんか！　第23回川越市健
康まつりなどで展示します。
対象…市内在住のおおむね80歳以上
（一度応募された方はご遠慮ください）
定員…20人程度（抽選） 申し込み…
ハガキに催し名・住所・氏名・電話番号
を明記し、８月17日席までに健康づくり

●からだうれしい食事教室
骨粗しょう症を予防するための食生活

について。
会場・日時…総合保健センター＝８月
19日戚$高階公民館＝９月10日斥、午
前10時～11時30分 対象…市内在住
の成人　定員…各先着20人　申し込み
…８月３日席、午前10時から電話で成
人保健担当
●これからだ元気食教室
65歳からの元気なからだづくりをす

るために、自分に合った食生活について。
日時…８月26日・９月９日・30日、水
曜日、午前９時30分～11時30分　対
象…市内在住の65歳以上　定員…20人
（抽選） 申し込み…８月14日昔までに
電話で成人保健担当
●小江戸歯つらつ教室
健康で楽しい生活に欠かせない歯や口

の健康を保つための教室。
日時…８月28日昔・９月25日昔、午前
10時～11時30分　対象…市内在住の
65歳以上　定員…20人（抽選） 申し
込み…８月14日昔までに電話で成人保
健担当
●メタボリックシンドローム予防教室

医師・歯
科衛生士に
よる、予防
のための生
活習慣など
についての
講義。

日時…９月11日昔、午後１時30分～３
時30分　会場…東部地域ふれあいセン
ター　対象…市内在住の成人　定員…先
着50人　申し込み…８月３日昔、午前
10時から電話またはファクスで成人保
健担当
●８月のリラックス体操
ヨガを取り入れたリラクセーション。

日時…８月21日昔、午後１時30分～
３時　対象…市内在住で他の運動事業に

成人
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支援担当（後日、作成方法などを連絡し
ます。）
●川越市食生活改善推進員協議会の催し
①親子料理教室
日時…８月26日戚、午前10時～正午
対象…小学生と保護者　定員…10組（抽
選） 経費…600円　
②よい食生活をすすめるための調理実習
日時・会場…９月３日斥＝中央公民館$
７日席＝北公民館$８日惜＝総合保健セ
ンター$９日戚＝高階公民館$10日
斥＝中央公民館$11日昔＝大東公民館
$29日惜＝総合保健センター、午前10
時～正午　対象…市内在住の成人　定員
…各10人　経費…各600円
①・②の申し込み方法
ハガキに催し名・住所・氏名(ふりが

な）・電話番号を明記し、①＝８月19日
戚、②＝８月26日戚（各必着）までに
健康づくり支援担当（後日、結果を連絡
します） 問い合わせ…同協議会・米

よね

原
はら

民
たみ

子
こ

・℡231－1945（午後６時以降）
●個別予防接種および個別検診委託医療　
機関の追加

■ちあきメディカルクリニック（南通町
２－３・℡225－0199）
予防接種（ＢＣＧ以外）、肝炎ウイル

ス検診・前立腺がん検診・大腸がん検診
を実施
問い合わせ…母子保健担当

成人健診担当

新型インフルエンザは、一般の医療機関で
新型インフルエンザは、原則として一般の医療機関で診療することになりました。

インフルエンザと思われる症状があるときは、まず、掛かりつけ医にお問い合わせください。

①「当日の受診が可能かどうか」「受診する時間帯に指定があるか」などを確認し、

②受診するときは、マスクを着用するなど、ほかの人にうつさない工夫をお願いします。

なお、川越市発熱電話相談センターは、７月11日で終了しました。

問い合わせ…保健予防課・℡227－5102・性227－5108

日　程 内　　容
９月16日戚 体力テスト
９月24日斥 オリエンテーション

がん検診のご案内
がんは無症状で進行するこ

とが多く、早期発見が大切で
す。市では各種がん検診を実
施しています。詳しくは、出
張所・公民館などで配布する
チラシか、健康づくりスケジ
ュールをご覧ください。また、
市のホームページで見ること
もできます。
問い合わせ…成人健診担当

＊
ち
っ
ち
ゃ
な
笑
顔
は
休
み
ま
す
。



川越市保健所総合保健センター ℡224－8611（代表）
〒350－1104 小ケ谷817－１ FAX225－1291（共通）

健康づくり支援課健康づくり支援担当 ℡229－4121
母子保健担当 ℡229－4125
成人保健担当 ℡229－4124
成人健診課 ℡229－4126

＊身体的理由などにより、電話での申し込みが難しい場合は、
あらかじめ総合保健センターにご相談ください。
＊手話通訳が必要な方は、参加希望事業名・氏名・ファクス番
号を記入のうえ、ファクスでご連絡ください。
＊もしもし健康相談

℡224－0712（妊娠・出産・育児・子供の健康）
℡224－5263（大人の健康）
受付時間　午前９時～正午・午後１時～４時
（土・日曜日、祝・休日を除く）

＊川越市不妊専門相談センター（鴨田・埼玉医科大学総合医療
センター内）
医師による面接相談です（予約電話＝℡228－3410）

＊会場について、特に明記がない場合は、総合保健センターが
会場です。

●８月の乳幼児相談
健康づくりスケジュールで日程・会場

を確認し、母子健康手帳を持ち当日直接
会場。
●８月の乳幼児健診
４か月児・１歳６か月児・３歳３か月

児に通知。通知が届かない場合や受診し
ない場合は、ご連絡ください。
●育児教室
①９月のはじめまして離乳食教室

離乳食を
始める目安
や進め方に
ついて。受
講は１回限
り。

日時…９月14日席、午前10時～11時
30分（受け付け＝午前９時45分） 対
象…おおむね４か月～６か月の子と保護
者　持ち物…母子健康手帳・離乳食用ス
プーン
②９月のもぐもぐ離乳食教室
離乳食の情報交換や、２回食などにつ

いて。受講は１回限り。
日時…９月４日昔、午前10時～11時
30分（受け付け＝午前９時45分） 対
象…おおむね６か月～８か月の子と保護
者　持ち物…母子健康手帳・離乳食用ス
プーン
③９月のおやつと歯みがき教室
～さつまいものおやつ ～
親子で一緒におやつ作り、エプロンシ

アターと歯磨きの練習。

日時…９月11日昔、午前10時～11時
45分（受け付け＝午前９時45分） 対
象…２歳６か月～４歳未満の子と保護者
定員…20組（抽選） 持ち物…母子健
康手帳・タオル・歯ブラシ
①～③の申し込み方法
ハガキに催し名・住所・子の氏名・生

年月日・電話番号を明記し、８月14日
昔（必着）までに母子保健担当。申し込
みをした方は、当日直接会場。③の申し
込みをして外れた方には、８月21日昔
までに連絡します。
●妊婦対象の講座・健診
①９月のプレ・パパママスクール
夫婦で一緒

に、育児・栄
養・歯科など
について。受
講は１回限り。
日時…９月26日析、午前９時15分～
11時30分　対象…妊娠５か月以上で、
経過良好な初妊婦と夫　定員…25組
（抽選）
②９月のマタニティクッキング
簡単な調理実習と妊娠中の食生活や歯

の健康について。受講は１回限り。
日時…９月１日惜、午前９時30分～正
午　対象…妊娠５か月以上　定員…20
人（抽選） 持ち物…母子健康手帳・エ
プロン・歯ブラシ
③９月の妊婦歯科健診
日時…９月９日戚、午後１時20分～
（受付時間は後日通知） 対象…妊娠５

か月以上　定員…20人（抽選）
①～③の申し込み方法
往復ハガキに催し名（１枚１講座）・

住所・氏名・電話番号・出産予定日を明
記し、８月14日昔（必着）までに母子
保健担当。
●９月の２歳児親子歯科健診

日時…９月10日斥、午後１時～（受付
時間は後日通知） 対象…平成19年３
月～８月生まれの子と保護者１人　定員
…40組（抽選） 申し込み…往復ハガ
キに健診名・住所・子の氏名・生年月
日・電話番号・保護者の歯科健診希望の
有無を明記し、８月14日昔（必着）ま
でに母子保健担当
●９月の赤ちゃん広場
ＮＰＯ法人川越子育てネットワークと

共催。情報交換と仲間づくり。当日直接
会場。参加は１回限り。
日時…９月７日席、午前10時～正午
対象…平成21年３月～５月生まれの子
と保護者
●たのしい食育
ＰＦＣの会と共催。弁当箱を使い、食
事バランスを体験。子供のみ試食があり
ます。受講は１回限り。
日時・会場…９月４日昔＝東部地域ふれ
あいセンター$９月29日惜＝北公民館、
午前10時30分～11時45分（受け付
け＝午前10時15分～） 対象…１歳６
か月～４歳未満の子と保護者　定員…東
部地域ふれあいセンター＝16組$北公
民館＝25組（各抽選） 経費…子供１
人300円 申し込み…往復ハガキに催
し名・住所・子の氏名・生年月日・電話
番号を明記し、８月21日昔（必着）ま
でに母子保健担当
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日本脳炎予防接種について
新ワクチンが、使用できるように

なりました。接種を希望する方は、
お問い合わせください。
問い合わせ…母子保健担当

母子 問い合わせ…母子保健担当

ポッポサークル
（食物アレルギーのある子どもを持つ親の会）
情報交換など。当日直接会場。
日時…８月25日惜・９月25日昔・
10月27日惜・11月27日昔、午前
10時～正午
問い合わせ…母子保健担当


