
● ８ 月 の 保 健 行 事 ●

①こころのケア相談 ８、22日（月） 13：00～14：00 ③エイズ・肝炎ウイルス検査相談（匿名・無料実施）
②専門栄養相談 17日（水）   9：30～11：30  10、24日（水）  9：10～10：20
　場所・問合先：加古川健康福祉事務所
　　　　　　  　①は地域保健課（☎422-0003）　②・③は健康管理課（☎422-0002）
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予防接種の種類
日 本 脳 炎（１期 ）
日 本 脳 炎（２期 ）
二種混合（ジフテリア・破傷風）
麻しん風しん混合（２期）

対象年齢
６カ月～90カ月未満※
９歳～13歳未満※
11歳～13歳未満
H22.4.2～H23.4.1生

接種時期

通　年

平成29年３月３１日まで

　予防接種の対象年齢を確認し、病気を予防するため
にも確実に受けましょう。

＊対象年齢を過ぎると、予診票（接種券）は使用できませ
ん（日本脳炎の特例の人は使用可）。

＊予診票（接種券）は交付済みですが、ない人は母子健康手帳
をお持ちのうえ健康福祉課へお越しください。

＊予防接種協力医療機関に事前に予約のうえ、予診票
（接種券）、母子健康手帳、健康保険証をお持ちください。
　その他の予防接種についても、受け忘れがないか母子
健康手帳で確認してください。

※日本脳炎（１期）を受けられなかったH19.4.2～H21.10.1生
　まれの人は、特例として２期の対象年齢になれば１期の
　未接種分も接種できます。
※日本脳炎（１期・２期）を受けられなかったH7.4.2～H19.4.1
　生まれの人は、特例として20歳までの間に接種できます。

夏休みを利用して予防接種を受けましょう！夏休みを利用して予防接種を受けましょう！

行　事　名 対　　象　　者 と　　　　き ところ もってくるもの

平成28年４月生まれの乳児

平成27年10月生まれの乳児

平成25年３・４月生まれの幼児

 ９日（火）

 23日（火）

 26日（金）

13：00～14：00（受付）
総合福祉

会　　館

4 カ 月 児 健 診

10カ月児健診

３ 歳 児 健 診

母子健康手帳・問診票

母子健康手帳・問診票
尿（５cc程度）
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※いずれも急患を受け付けますので、不急の人は
　ご遠慮ください。

加古川夜間急病センター
　　　☎431-8051 （年中無休）
診療時間　内　科　21：00～翌朝6：00
　　　　　小児科　21：00～24：00

加古川歯科保健センター
　　　☎431-6060
診 療 日　日・祝日・年末年始
診療時間　9：00～11：30　13：00～16：00

東播磨圏域小児救急医療電話相談
　　　☎078-937-4199

相談時間　20：30～23：30（毎日）

兵庫県小児救急医療電話相談
　　　☎078-304-8899（プッシュ回線　＃8000）
相談時間　平日、土曜日　　　　  18：00～24：00
　　　　　日曜日、祝日、年末年始　9：00～24：00

子どもの急な病気やけがなどの相談に看護師等が応じます。

“最後まで幸せな看取りケア”
第４回　市民健康フォーラム

と　き　８月20日（土）　14：00～16：00
ところ　加古川総合保健センター
　　　　（ウェルネージかこがわ）
　　　　※JR加古川駅北側　１階ウェルネージホール
司　会　中田　邦也 氏（中田医院）
講　師　松本　典昭 氏（土山内科外科医院）
　　　　藤岡　武人 氏（藤岡内科医院）
　　　　森　　隆志 氏（東加古川病院）
　　　　※参加無料（申込不要）・手話通訳あり
問合先　加古川医師会　
　　　　☎421-4301　FAX421-4303
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　救急医療週間にあわせて、救急フェア
（消防本部主催）とAED講習会（医師会
主催）を同時開催します。
と　き　９月４日（日）9：00～12：30
ところ　加古川総合保健センター（ウェルネージかこがわ）

小林祐梨子選手の一日救急隊長
北京オリンピック陸上女子5000ｍ日本代表小林祐
梨子選手による一日救急隊長
救急フェア
内　容　救急を楽しく学べるイベントです！
 スタンプラリー形式で応急手当を体験、救急

車の展示コーナー、医師による無料健康相談、
119 番通報体験コーナー、「救急車とおとも
だち」ポスター展など

　　　　※参加無料（申込不要）
問合先　加古川市消防本部救急課　☎427-6552

ＡＥＤ講習会
内　容　応急手当、心肺蘇生法・AED の説明と実技
定　員　50 人（先着順）　　参加費　無料
申込・問合先　加古川医師会
　　　　　　　☎421-4301　FAX421-4303

任意の用紙に①救急講習申込、②氏名・ふりがな、③
生年月日、④性別、⑤職業、⑥郵便番号・住所、⑦電話
番号を書いてファックスで上記までお送りください。

救急フェアとAED講習会を
同時開催します

み　と

と　　き
10月25日（火）
10月26日（水）
10月27日（木）
10月28日（金）

と こ ろ
加古福祉会館
母里福祉会館

総合福祉会館

健診時間

9：00～11：00
受診時間等詳細につ
いては、健診２週間
前頃にご案内します

　今年度も町内の各福祉会館で町ぐるみ健診を実施します。
　健診は、自分の体を見つめ直す絶好のチャンスです。ぜ
ひこの機会にお申し込みください。

【申込方法】
　①電話 492-9138
　②健康福祉課　健康推進係
　（新館１階⑦窓口）へ直接
　③FAX 492-8030
　上記の①～③のいずれかでお申し込み
　ください。

種　　類
特定（基本）健診

肺がん検診
胃がん検診

大腸がん検診
前立腺がん検診

骨粗しょう症検診
肝炎ウイルス検診

受　診　料
年齢・加入保険により異なる

200円 （65歳以上無料）
900円 （65歳以上無料）
500円 （65歳以上無料）

1,500円 （50歳以上）
500円

1,000円 （40歳以上）
※がん検診などは、稲美町在住の人であればどなたでも受診できます。
※前立腺がん・肝炎ウイルス検診以外は、18歳以上の人が対象です。
※子宮・乳がん検診、胃がんリスク検査（ABC分類）はありません。

１年に１回は
健診を受けま
しょう！

　まだまだ暑い日が続いていますが、皆さんは“何となく体
がだるい”“食欲がわかない”“ぐっすり眠れない”などの体
の不調はありませんか？
　「夏バテ」は、夏の暑さから食欲がなくなり食事の偏りが
出ること、発汗によりミネラルバランスが乱れること、暑さ
でぐっすり眠れないこと、冷房の効いた室内と夏の暑い屋外
との温度差に体が対応しきれず自律神経が乱れることなど
が原因で起こります。
　そこで、今の生活習慣を見直し、夏バテを防ぐ体づくり
をしましょう！
１．夏バテの疲労回復に効果的な栄養素
　食欲の落ちる夏こそ、栄養を十分に摂ることが大切
です。

２．室内での過ごし方
　室外との温度差が５℃以上になると自律神経が乱れ
やすくなるため、上着やひざ掛けなどで体が冷えすぎ
ないように調節しましょう。
３．良質な睡眠をとるための工夫
　ぬるめのお湯にゆっくりつかり、自律神経の働きを
整え、心身ともにリラックスしましょう。
４．適度な運動をしよう
　適度な運動は生活にリズムをつけ、自律神経を整え、
ストレスの解消になります。涼しい時
間帯に、ラジオ体操やウオーキングな
どの運動を生活の中に取り入れてみま
しょう。

「夏バテを防ぐ体づくりをしよう！」

健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう健（検）診を受けましょう

町ぐるみ健診
まち

が
ん
検
診
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ど

稲美町イメージキャラクター
「いなっち」

※特に表記のない場合、平成29年３月31日現在の年齢です。

検査項目により、対象年齢等が異なりますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。
※生活保護法による被保護世帯、または町民税非課税世帯の人は検診料金が免除されます。受診される１週間前までに
　印かんをお持ちのうえ、健康福祉課へお越しください。

肺（結核）・胃・大腸がん

特定健診、肺（結核）・胃・大腸が
ん、骨粗しょう症、肝炎ウイルス検
診、胃がんリスク検査（ABC分類）

加古川総合
保健センター
☎４２９－２９２３

下線の日は、加古川
総合保健センター
への送迎車を運行
します。12：30稲
美町役場発
※送迎の利用は予
約が必要です。

と　き　・　と　こ　ろ 検査項目 申 込 先種　類

センター健診
（対象者：18歳以上）

特定健診、肺（結核）・胃・
大 腸・子 宮・乳 が ん、
骨粗しょう症・肝炎ウイ
ルス検診、胃がんリスク
検査（ABC 分類）

と　き　８月 ３日（水）、17日（水）、19日（金）、24日（水）、
　　31日（水）

　　　 ９月 ７日（水）、９日（金）、15日（木）、23日（金）、
　　30日（金）

ところ 加古川総合保健センター

巡回がん検診
（対象者：65歳以上） ８月３日（水）　加古福祉会館

子宮がん個別検診
（対象者：18歳以上）

（２年に１度）

巡回セット健診
（対象者：18歳以上）

平成29年２月28日（火）まで
ところ 稲美町・加古川市内の協力医療機関

８月５日（金）　母里福祉会館

歯周疾患検診
（対象者：40・50・60・70歳）
後期高齢者歯科口腔検診
（対象者：75・80歳）
（平成28年４月１日現在年齢）

対象となる人には、４月に無料受診券
を郵送しています。

子宮頸部がん
（体部がんは医師が必要
と認めた人のみ）

平成29年２月28日（火）まで
ところ 稲美町・加古川市・播磨町・高砂市内の

協力医療機関

申込期間　９月１日（木） まで受付中

糖質をエネルギーに変えるのに必要
豚肉、玄米、ゴマなど
体の抵抗力を高めてくれる
レバー、うなぎ、人参、じゃがいもなど
汗と一緒に放出されるため、補給するこ
とが大切
海藻類、きのこ類、牡蠣など

ビタミンB1

ビタミンA・C

ミネラル
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