
休 日・夜 間 急 患 診 療 所

在 宅 当 番 医

外　科
（昼間）
午前9時～ 
午後5時 

外　科
（夜間）

昼
　

間

夜
　

間

内科・小児科内科・小児科・歯科
日曜日・祝日等
午前10時～正午  
（受付は午前11時30分まで）
午後1時～5時  
（受付は午後4時30分まで）

日曜日・祝日等および
月・水・金曜日   
午後7時～10時
（受付は午後9時30分まで）

市民文化センター内（坂田山2-170）（65）2101

西 方 病 院
上都賀総合病院
上都賀総合病院
御 殿 山 病 院
上都賀総合病院
上都賀総合病院
西 方 病 院
上都賀総合病院

☎0282（92）2323
☎（64）2161
☎（64）2161
☎（64）2131
☎（64）2161
☎（64）2161
☎0282（92）2323
☎（64）2161

と　き　１月28日（金）午後1時30分～3時30分
と こ ろ 市民情報センター3階　学習室４
内　容 離乳食の講話・調理と試食
対　象 平成22年５月 ･ ６月生まれの乳児と保護者
持ち物 母子手帳・エプロン・三角巾・おぶいひも
 お子さんのスプーン
申   込 電話で保健指導係へお申し込みください。
その他 身長と体重を測りますので、15分前にお越しく
 ださい。

西 方 病 院
上都賀総合病院
池田脳神経外科
御 殿 山 病 院
宮司外科胃腸科
荒 木 医 院
西 方 病 院
宮司外科胃腸科

☎0282（92）2323
☎（64）2161
☎（63）1333
☎（64）2131
☎（62）6222
☎（64）2775
☎0282（92）2323
☎（62）6222

１日（土・祝）
２日（日）
３日（月）
9日（日）
10日（月・祝）
16日（日）
23日（日）
30日（日）健康課保健指導係　☎（63）8312

離 乳食 教室

1月の休日・夜間救急医療

１日（土・祝）
２日（日）
３日（月）
9日（日）
10日（月・祝）
16日（日）
23日（日）
30日（日）

※ただし、12月31日（金）
　の夜間は除く。

受付時間 午後１時～２時
ところ 市民情報センター2階
◆事前に送付した「予診票」と母子健康手帳を持参し
てください。
◆指定日に予防接種できない場合は、今後お知らせする
日程で、都合の良い日にお越しください。

健康課健康増進係　☎(63)8311
　麻しん（はしか）風しん（三日ばしか）の予防接種は
生涯２回の接種が必要です。平成22年度の対象者には、
すでに個別通知をしています。特に第 2・3・4 期に該
当する人は、平成23年４月１日以降の接種は有料になり
ますので、未接種の場合は、早めに接種してください。

健康課健康増進係　☎(63)8311
ポリオ集団予防接種

　妊婦さんとその家族を対象に、新米パパママのための
教室を4回シリーズで行います。
①１月６日（木）午後1時30分～3時30分
　妊娠中の食生活①
　妊婦中の体の変化と胎児の成長、妊婦体験
②２月３日（木）午後1時30分～3時30分
　歯科検診
　妊娠中の歯の健康、妊娠中の食生活②
③３月３日（木）午後1時30分～3時30分
　妊婦体操・お産の経過と呼吸法・母乳栄養
④３月２４日(木）午後1時15分～3時45分
　父親母親の役割・赤ちゃんのお風呂入れ実習
ところ　市民情報センター２階　　持ち物　母子手帳

健康課保健指導係  ☎（63）8312
新米パパママ学級

料　金　無料（接種期間内）
持ち物　母子健康手帳、予診票

麻しん風しん(MR)予防接種は
お済みですか？

第1期
第2期
第3期
第4期

　　接 種 期 間
２歳の誕生日の前々日まで
平成23年3月31日まで
平成23年3月31日まで
平成23年3月31日まで

　　　　対　象　者
1歳以上～２歳未満
年長さん（H16.4.2生～H17.4.1生）
中学１年生（H9.4.2生～H10.4.1生）
高校3年生（H4.4.2生～H5.4.1生）

　  と　き
1月19日(水)
2月  1日(火)
2月  2日(水)

　　　　 対　象　児
平成22年2月 ・ 3月生（2回目）
平成22年8月 ・ 9月生（1回目）
平成22年4月 ・ 5月生（2回目）
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健康課健康増進係　☎(63)8311

１・２月は「はたちの献血」
キャンペーン月間です

がん検診
受け忘れていませんか？
健康課健康増進係　☎(63)8311

検診機関と　き と  こ  ろ 胃・大腸 肺

自己負担金　胃・大腸・子宮がん検診 …無料
肺がん検診（ヘリカルCT）…2,000円
乳がん検診（40歳以上）…1,000円（マンモグラフィ+超音波)
 　   〃　　（30歳代)………500円(超音波検査のみ）

乳
40歳以上 30歳以上 20歳以上

子宮

♡

♡

♡

※

♡

♡

※

☆

☆

○

○

○

市民情報センター

1月16日（日）

2月  9日（水）

22日（火）

　今年度の検診は2月22日が最終です。新年度の検診
は、４月から始まります。

健康課健康増進係　☎(63)8311
と　き １月２０日（木）
 午前９時３０分～正午／午後１時～４時
ところ 市役所新館３階　３０２会議室
申   込 １月13日（木）までに電話で健康増進係へお申し
 込みください。(当日でも受け付けます)

※６５歳以上の献血は、６０～６４歳の間に献血経験があ
る人に限ります。
●海外から帰国後４週間以内は献血できません。
●１９８０年から１９９６年の間に英国に１か月以上滞在し
た人などは献血できません。

受診方法・申込
　予約制です。定員になり次第締め切りますので、早め
に健康増進係へお申し込みください。申込者には検診日
の１週間くらい前に問診票・検査用容器などを送付しま
す。
受付時間　○･☆･♡－午前8時30分～11時

　｢平成23年度健康カレンダー(保存版)｣に広告を出し
てみませんか？
健康カレンダーとは　
　A４判・カラー印刷・20
ページ程度の冊子で、健康
に関するお知らせや検診な
どの年間スケジュールが掲
載されています。
掲載位置と規格・料金

作成部数　３５，０００部
発行時期　広報かぬま４月号と同時に自治会を通して全

世帯に配布します。転入者や希望者にも市
民課窓口や各コミュニティセンターで配布し
ます。

申　　込　１月20日（木）までに申込書と広告原稿(案)
 　を健康増進係へ提出してください。
※詳しくは、健康増進係へ問い合わせるか、市ホームペー
ジをご覧ください。

　冬場から春先にかけては、年間で最も輸血用血液が不
足しがちです。今、健康で若いみなさんの献血への協力
が求められています。
　新成人のみなさん、「はたちの記念」に献血に行きま
しょう！！
　キャンペーン期間中に、たくさんのご協力をお待ちし
ています。
と　き １月１日（土）～２月２８日（月）
ところ 栃木県赤十字血液センター
 うつのみや大通り献血ルームなど
※献血バスの予定は、栃木県赤十字血液センターのホ
ームページ(http://www.jrcbc.jp/)をご覧ください

健康カレンダー  広告募集
健康課健康増進係　☎(63)8311

栃木県
保健衛生
事業団

　　献血にご協力ください !

(平成22年度 健康カレンダー)

掲載位置
裏表紙

裏表紙
１頁前から
３頁前まで

掲載数
６

１８

掲載寸法
縦8cm×横8cm

縦8cm×横8cm

料　金
25,000円

10,000円

90ｍｍＨｇ以上

献血の種類

１回の献血量

最高血圧

年　　齢

体　　重

成分献血 全血献血

300ｍｌ～600ｍｌ
（体重別） 400ｍｌ以下 200ｍｌ 400ｍｌ

男性45ｋｇ以上・女性40ｋｇ以上 男女とも
50ｋｇ以上

血漿成分献血 血小板成分献血 200ｍｌ献血 400ｍｌ献血

18～69歳 18～54歳 16～69歳 18～69歳※ ※※

献血キャラクター「けんけつちゃん」

※印の検診は満員のため締め切りました。
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健康課健康増進係　☎(63)8311

１・２月は「はたちの献血」
キャンペーン月間です

がん検診
受け忘れていませんか？
健康課健康増進係　☎(63)8311

検診機関と　き と  こ  ろ 胃・大腸 肺

自己負担金　胃・大腸・子宮がん検診 …無料
肺がん検診（ヘリカルCT）…2,000円
乳がん検診（40歳以上）…1,000円（マンモグラフィ+超音波)
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♡

♡
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☆

☆
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○
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●海外から帰国後４週間以内は献血できません。
●１９８０年から１９９６年の間に英国に１か月以上滞在し
た人などは献血できません。
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てみませんか？
健康カレンダーとは　
　A４判・カラー印刷・20
ページ程度の冊子で、健康
に関するお知らせや検診な
どの年間スケジュールが掲
載されています。
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足しがちです。今、健康で若いみなさんの献血への協力
が求められています。
　新成人のみなさん、「はたちの記念」に献血に行きま
しょう！！
　キャンペーン期間中に、たくさんのご協力をお待ちし
ています。
と　き １月１日（土）～２月２８日（月）
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成分献血 全血献血
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（体重別） 400ｍｌ以下 200ｍｌ 400ｍｌ
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※印の検診は満員のため締め切りました。

第30回 健康づくりのつどい第30回 健康づくりのつどい第30回 健康づくりのつどい
　～運動で毎日楽しく健康づくり～

　最近、運動不足を感じていませんか？　
　「運動」をテーマにしたイベントや、心身ともにリフレッシュできるさまざまなコーナーを用意して、みなさん
をお待ちしています。

と　き　2月６日（日）午前９時３０分～午後３時　　ところ　市民情報センター

●体験・相談・展示コーナー　午前９時３０分～午後０時３０分　　 会場：１階・２階・３階

●健康づくり講演会　　午後１時３０分～３時　　　　　   会場：５階 マルチメディアホール

・体力測定
・太極拳
・３Ｂ体操
・肺がん検診 
・骨密度測定 

・エルゴメーター
・ランニングマシーン
・リラックス体操
・肌年齢・血管年齢・骨年齢・脳年齢測定  など
・健康茶・牛乳試飲
・まちの保健室
　（身体・血圧測定、健康・栄養・歯・薬などの相談）
・ペット相談

・ベビーマッサージ 
・アロマテラピー
・手作りおやつ試食
・骨を丈夫にしよう！
（食改さんによる試食）
・理想のごはん展示

運動で毎日楽しく健康づくり
　身体を動かすことは、こころにも体にもとってもよいことがたくさんあります。
知っているようで意外と知らない運動の効果を理解し、毎日の生活の中に運動
習慣を取り入れてみましょう！
講　師　財団法人 栃木県健康倶楽部、健康運動指導士　小室　史恵 先生
定　員　１２０人（定員次第締切）
参加料　無料
その他　手話通訳あり

  要申込

  要申込

  要申込

  要申込

　1階

　2階

　3階

　電話または FAX（電話での申し込みが困難な人
のみ）でお申し込みください。
【申し込み先　健康課　☎（63）8311・8312  FAX（63）8313】
参加料　無料（託児コーナーあり）
申込者には整理券を送ります。

事前に申し込みが必要です。

肺がん検診（胸部レントゲン）
対　象 １６歳以上の人で今年度、肺がん検診
 または結核検診を受けていない人
定　員 １００人（定員次第締切）

骨密度測定
対　象　１６歳から４０歳未満の人
定　員　１００人（定員次第締切）

ベビーマッサージ
対　象 ３か月から１０か月までの乳児と
 その保護者
定　員 ２５人（５回×５人）（定員次第締切）
時　間 １回 約２０分

こむろ　 とし え

●参加を希望する人は、電話またはFAX( 電話での申し込みが困難
　な人のみ )でお申し込みください。
　【申し込み先　健康課　☎（63）8311・8312　FAX（63）8313】
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