
 

 

 

 

※いずれも市内に住民登録・外国人登

録をしている方が対象です。 

※年度内に同じ検診を重複して受ける

ことはできません。 

※70歳以上の方、老人保健医療対象者

で65歳以上70歳未満の障害認定を受

けている方、生活保護世帯の方、市

民税非課税世帯の方は無料です。市

民税非課税世帯の方は本人確認でき

るもの（免許証・保険証など）を持

参し、当日受付をする前に事務所窓

口までお越しください（乳がん検診・

肺がん検診のたんの検査は除く）。 

※40歳以上で健康手帳をお持ちの方は、

持ってきてください。 

※検診結果は約1カ月後に郵送します。 

※いずれも申込みは、電話で健康づくり課

（　 82-2252　月～金曜日　受付時間

8時30分～17時15分）へ。 

 

肺がん
対象／40歳以上の方　とき／3月1日
㈬9時～11時　ところ／保健センタ
ー　定員／120人　費用／レントゲ
ン撮影200円、たんの検査600円　

申込み／1月24日㈫から 
 

胃がん
対象／40歳以上の方　とき／3月9日㈭
9時～11時　ところ／保健センター
定員／40人　費用／1,000円　申込
み／1月24日㈫から 
※妊娠中の方、または妊娠の可能性の

ある方は受診できません。前日の21

時以降は飲食、喫煙はしないでくだ

さい。 

 

乳がん（マンモグラフィによる）
対象／40歳以上の女性　とき／3月6
日㈪9時30分～11時、13時～15時　

ところ／保健センター　定員／午前
50人、午後50人　費用／2,800円　
持ち物／バスタオル　申込み／1月
24日㈫から 

※マンモグラフィは乳房専用のレント

ゲン撮影です。撮影の範囲は乳房か

らわきの下を含めた部分になります

ので、撮影の際は、制汗剤やパウダ

ーなどは使用しないでください。 

※妊娠中の方、または妊娠の可能性の

ある方は受診できません。 

※ペースメーカーなど、胸壁や乳房内

に人工物が入っている方は受診でき

ません。 

※同じ年度内に超音波検診とマンモグ

ラフィ検診を重複して受けることは

できません。 

 

子宮がん
対象／20歳以上の女性　とき／2月
14日㈫、3月6日㈪13時～14時30分

ところ／保健センター　定員／各
100人　費用／900円　申込み／2月
14日分は受付中、3月6日分は1月24

日㈫から 

※生理日の方は受診できません。検診

前日の接触と洗浄は避けてください。 

 

 

すくすくファミリー教室
■おやつクッキングコース
　親子の触れ合いを通じて、手作

りおやつの大切さを学びましょう。 

対象／就学前（4歳以上）の幼児と
その保護者　とき／2月28日㈫9時

45分～12時　ところ／保健センタ
ー（調理室）　内容／調理実習　
定員／15組　費用／実費負担（材
料費）　申込み／1月31日㈫から（電
話予約制） 

■離乳食コース 
　離乳食に関する知識を深め、育児に

ついて話し合える仲間をつくりましょう。 

対象／平成17年9月から11月生まれ
の乳児をもつ方で初参加の方　と
き／2月7日㈫10時～11時30分　と
ころ／保健センター　内容／講話「離
乳食について」～離乳初期から中

期を中心に～離乳食の調理説明、

栄養相談　定員／30組　費用／無
料　申込み／1月30日㈪から（電話

予約制） 

 

 

 

　乳幼児期には、結核予防法、予

防接種法で受けることが勧められ

ている定期の予防接種（ＢＣＧ・

ＤＰＴ1期・ポリオ・麻しん・風し

ん・日本脳炎）があります。この

うち、麻しん・風しんの予防接種

については、平成18年4月1日付け

でＭＲワクチン（麻しん・風しん

混合）となり、接種回数が2回とな

ります。対象年齢は、第1期：生後

12～24カ月未満、第2期：5歳以上7

歳未満の者であって、小学校就学

の始期に達する日の1年前の日から

当該始期に達する日の前日までの

間にある者（ただし、ＭＲワクチ

ン第1期接種済者）に変更されます

（第2期は平成23年4月からの開始

予定です）。 

　平成18年4月1日で満2歳に達する

方で、まだ麻しん・風しん予防接

種が完了していない方は、平成18

年3月31日までに接種が完了できる

よう、かかりつけの医師にご相談

ください。 

　なお、日本脳炎については、厚

生労働省勧告（平成17年5月30日付）

に沿って、引き続き積極的な接種

勧奨を控えています。 

　また、学童期に接種するＤＴ2期

（ジフテリア・破傷風2種混合）ワ

クチンの予防接種はお済みですか。

一年を通して接種できますので、

母子健康手帳を確認の上、まだの

方は早めに接種しましょう。 

対象年齢／11～13歳未満　ところ
／実施医療機関（必ず保護者が同

伴してください）　回数／対象年
齢内で1回　持ち物／母子健康手帳・
健康保険証・予診票（予診票は市

内実施医療機関にあります） 

 

　1歳6カ月、3歳6カ月児の健診を行

います。対象の方に個別に通知します。

受診日の変更は健康づくり課へ。 
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と　　き 申　込　み 定　員 備　　　　考 ところ 
2月9日（木） 

13時30分～15時 
医師による
市民健康相談

1月23日（月）～2月3日（金）
※定員になり次第締切り 

4人程度 猪谷　健　医師（整形外科） 

2月24日(金） 
9時30分～11時 

栄養相談 ー ー ー 保健センター 

2月24日(金） 
受付10時～11時 

すくすく広場
（育児相談）

ー ー 母子健康手帳 
（育児相談希望者）持参 
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 　ノロウイルス食中毒は1

月から2月が発生のピークになる傾向があります。

原因となる食材としては、二枚貝などが大半を

占めています。ウイルスを失活化するには加熱

処理が有効とされ、調理器具を熱湯消毒して二

次感染を防止することも大切です。 
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　牛乳に匹敵するミネラルをバラ

ンスよく含んだ栄養食品で、「海の

ミルク」と言われます。食用として

一般に出回っているのは養殖もの

の真ガキで旬は冬です。血液中の

ヘモグロビンの構成成分となる鉄と、

鉄の吸収を助ける銅が多く含まれ

ています。さらに赤血球の生成を

促すビタミンＢ12もたっぷり含まれ、

貧血予防に大きな効果があります。

カキの糖質の大部分を占めるグリ

コーゲンは、肝臓の働きを助け、

機能を強化します。また、カキのタ

ンパク質に含まれるタウリンにはコ

レステロール値を下げ、血圧の上

昇を抑え、動脈硬化を予防します。

ビタミンＡも豊富で、目や肌のコン

ディションを保ちます。さらに、精

子をつくるのに不可欠な亜鉛もた

っぷり含まれているので、強精、強

壮に効果が

あり、1個で1

日の亜鉛の

所要量を満

たすことが

できます。 
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風邪の予防 
風邪の季節

　風邪の季節がやってきました。

わたしたちは、ひと冬に平均2

回から3回風邪をひくと言われ

ています。寒さと乾燥を好む風

邪のウイルスが空気中を漂うこ

とにより、わたしたちの鼻やの

どの粘膜に付着する機会が多く

なります。一方で、風邪のウイ

ルスを吸いこんでも抵抗力があ

ると発病することはないと言わ

れています。しかし、老人や乳

幼児は、風邪のウイルスへの抵

抗力が十分でないため、風邪に

かかりやすく、重症化しやすい

ので注意が必要です。 

身近な風邪の予防方法
○帰宅後は、せっけんを使って

手洗いやうがいをしましょう。
※お茶（緑茶・紅茶など）でうがい

をすると殺菌効果があって有効

です。子どもの場合、好きなか

わいいタオルなどを用意すると

手洗いも楽しくなります。 

○部屋の湿度と換気に気をつけ
ましょう。

※締め切った部屋は、暖房で空気が

汚れ、乾燥を好むウイルスがよく

増加します。定期的に窓を開け、

空気を入れ換え、室内にぬれタオ

ルを干すなどして、湿度を保って

ウイルスの増加を抑えましょう。 

○よく食べ、よく寝て、適度な運
動で体力をつけましょう。

※体力をつけることにより、ウイル

スへの抵抗力が身につきます。 

○できるだけ人混みは避けましょう。
※人混みには、風邪のウイルスがた

くさんいます。人混みから帰った

ら手洗いやうがいをしましょう。 

○湯冷めやうたた寝などで身体を
冷やさないように注意しましょう。

○汗をかいたら、そのままにせず
に着替えましょう。

　子どもの風邪を予防するためには、

お母さんや周りの大人が風邪をひ

かないようにすることも大切です。

また、流行が心配されているイン

フルエンザの予防にも、風邪の予

防方法は有効です。普段の生活

に風邪の予防方法を取り入れて、

元気に冬を過ごしましょう。また、

「風邪かな」と感じたら、早めの安

静と休養を十分とりましょう。それ

が回復への早道になります。 


