
● ６ 月 の 保 健 行 事 ●

行　事　名 対　　　　象 と　　　　き ところ もってくるもの

4カ月児健診

10カ月児健診

６日（火）

 13日（火）

 30日（金）

13：00～14：00（受付）

①こころのケア相談 12、26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 21日（水）   9：30～11：30  14、28日（水）  9：10～10：35
　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）

健
康
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事
務
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だ
よ
り 電話予約制

母子健康手帳・問診票

母子健康手帳・問診票
尿（５cc程度）

総合福祉

会　　館

平成29年２月生まれの乳児

平成28年８月生まれの乳児

平成26年１・２月生まれの幼児３ 歳 児 健 診

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 ！
※特に表記のない場合、平成30年３月31日現在の年齢です。

検査項目により、対象年齢などが異なりますので、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・前立腺がん、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
への送迎バスを運
行します。12：30
稲美町役場発
※バスの利用は予
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：18歳以上の人）

特定健診、肺（結核）・胃・
大腸・子宮・乳・前立腺が
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　６月３日（土）、８日（木）、13日（火）、16日（金）、
　　19日（月）、21日（水）、27日（火）、29日（木）
７月１日（土）、３日（月）、12日（水）、14日（金）、
　　18日（火）

ところ 加古川総合保健センター

● ６ 月 の 保 健 行 事 ●

「おいしい」と「元気」を支える丈夫な歯

と　き　６月17日（土）14：00～16：00
ところ　加古川総合保健センター
　　　　※JR加古川駅北側　１階ウェルネージホール
司　会　米谷　昌彦 氏（加古川中央市民病院小児科）
講　師　伊東　利幸 氏（いとうこどもクリニック）
　　　　藤田　晃生 氏（ふじたこどもクリニック）
※参加無料（申込不要）・託児無料（申込必要）・
　手話通訳あり
問合先　加古川医師会
　　　　☎421-4301　FAX421-4303

第２回　市民健康フォーラム

「急変しやすい子どもの体調
　　　　　　　　こんな時どうする？」

まさひこ

としゆき

てる お

よねたに

６月４日（日）～ 10日（土）は
　　　　　歯と口の健康週間です

巡回がん検診
（対象：65歳以上の人） と　き・ところ　７月11日（火）　加古福祉会館　　　　　　　　　　15日（土）　農村環境改善センター

子宮がん個別検診
（対象：18歳以上の人）

（２年に１度）

巡回セット健診
（対象：18歳以上の人）

平成30年２月28日（水）まで
ところ 稲美町・加古川市内の協力医療機関

と　き　７月10日（月）
ところ　総合福祉会館

歯周病検診
（対象：40・50・60・70歳の人）
後期高齢者歯科口腔検診

（対象：75・80歳の人）
（平成29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30年２月28日（水）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

６月は兵庫県エイズ予防月間です

女性のための健康セミナー女性のための健康セミナー
　お母さん自身が明るい気持ちで子育てでき
るように、健康セミナーを開催します。
　ぜひご参加ください。
と　き　６月29日（木）13：30～15：00
ところ　総合福祉会館　２階ホール
テーマ　「子育て中のお母さんへのメッセージ
　　　　～子どもと向き合う心～」
講　師　桃田　哲也氏（桃田小児科医院）
参加費　無料
申込み　不要

もも た てつ や

お子様連れOK
キッズスペースあり

指定難病及び
小児慢性特定疾病医療受給者証の
更新申請の受付が始まります

「快眠は疲れたからだの栄養素」
　睡眠が心身の疲労回復に重要なことは、皆さんもご存じです
ね。最近では、睡眠時間が肥満に影響を及ぼすとの報告も出て
きました。
　睡眠時間が短いと食欲を刺激するホルモンが増え、逆に食欲
を抑えるホルモンが減るといわれています。つまり、睡眠不足
が肥満の一因になっている可能性があります。
　疲れを感じたときは、無理をせず、できる限り睡眠をとるこ
と。これが、心身の疲れを癒やすばかりか、メタボリックシン
ドローム（内臓脂肪症候群）の予防に役立ちます。
　どうしても眠れない、寝つきが悪い時には、医療機関で相談
してみましょう。

これで快眠
１．早起きしたら朝日を浴びて、体内時計をスイッチオン
２．20～30分の短い昼寝で、リフレッシュ
３．適度な運動
４．ぬるめ（39℃前後）のお湯にゆっくり入浴することで、
　　睡眠前にリラックス

対　　象　
　現在、指定難病（９月末有効期限）及
び小児慢性特定疾病医療受給者証をお持
ちの人で、10月１日以降も引き続き受給
者証の交付を希望する人

申請期間
　難　　病：６月12日（月）～８月10日（木）
　小児慢性：７月３日（月）～８月25日（金）

手続きに必要な書類
　更新手続きに必要な書類が、６月末時
点でも届かない場合は、必ず問合先まで
ご連絡ください。

申請・問合先
　加古川健康福祉事務所　地域保健課
　加古川市加古川町寺家町天神木97－１
　☎422-0003

～稲美町国民健康保険に加入している皆さんへ～

交通事故などの治療に
国民健康保険（保険証）を使用したら、
必ず届出をしてください！
　保険証を使って交通事故などの治療を受ける場
合は、必ず『第三者行為による傷病届』を提出し
てください。
　この届出は法律で義務付けられています。
　届出書類は役場にありますのでご相談ください。
　また、届出には自動車安全運転センターが発行
する交通事故証明書が必要です。

○事故の原因が自分にあるときでも、過失割合に
応じて相手方の自賠責保険に医療費を請求でき
る場合がありますので、自分で判断せずに届出
をしてください。

　　　
問合先　住民課　国保年金係　☎492-9135

※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）

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

兵庫県小児救急医療電話相談
　　　☎078-304-8899
　　　（プッシュ回線　＃8000）

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。

このページのお問い合わせは、健康福祉課健康推進係（☎492－9138）

いなみ野体育センター

スポーツ教室参加者募集

※電話受付は仮申し込みとなりますので、第１回開催日の
　３日前までに窓口で参加費をお支払いください。
問合先　いなみ野体育センター 　☎492-1479

教室名

と　き

回　数

参加費

定　員

対　象

内　容

申込開始日

健康運動教室
おおむね30歳以上の人
６月14、21、28日　
 ７月５、12、19、26日
８月２日　　　　　 

いずれも水曜日
９：30～10：45

1,600円
※申込の際にお支払い

ください　　　　
20人

有酸素運動
（ウオーキングなど）

無酸素運動
（筋力トレーニングなど）

姿勢改善

18歳以上の人

　　　　 
いずれも木曜日
９：15～10：45

3,000円
※申込の際にお支払い

ください　　　　
15人

有酸素運動
（ウオーキングなど）

無酸素運動
（筋力トレーニングなど）

食事コントロール

各教室／８回

体育センター窓口または電話で受付
※定員になり次第受付終了

ダイエット教室

６月15、22、29日　
７月６、13、20、27日
８月３日
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