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健康活跳日21の日 天皇誕生日 

4か月児健診 
特定保健指導 
（食生活実践教室） 

がん検診 
(市民情報センター） 
4か月児健診 

発達相談B 
2歳児教室① 

発達相談A 
乳児健康相談 
リハビリ教室 

3歳児健診 

新米パパママ教室④ 
介護者の会 

発達相談B 
離乳食教室 
特定保健指導 
（運動実践教室） 

まちの保健室 
発達相談A 
健康かぬま２１教室 

健康課健康増進係　☎（63）8311

○･☆･ －午前8時30分～11時 

胃・大腸・肺・乳・子宮がん集団検診日程 

新米パパママ教室③ 
元気あっぷ教室 

ポリオ予防接種 
発達相談A 
幼児健康相談 

発達相談B すこやか健診 がん検診 
(板荷コミュニティセンター） 
 

1歳6か月児健診 
幼児教室 

発達相談B 
10か月児健診 
特定保健指導 
（結果説明会） 

発達相談A 1歳6か月児健診 ひまわり教室 

乳･子宮頸がん検診のクーポン券 
　国の経済危機対策の一環として、下記の節目年齢の
人に乳がん・子宮頸がん検診クーポン券を検診手帳と
共に8月に郵送しました。使用期限は平成22年1月末
までです。受診忘れのないように注意してください。 
対象者（平成20年度中の誕生日で該当年齢になった人）
●子宮頸がん検診（無料で受診できます） 
昭和43年4月2日～ 昭和44年4月1日生まれ（40歳） 
　　 48年4月2日～ 49年4月1日生まれ（35歳） 
　　 53年4月2日～ 54年4月1日生まれ（30歳） 
　　 58年4月2日～ 59年4月1日生まれ（25歳） 
　　63年4月2日～ 平成元年4月1日生まれ（20歳） 
●乳がん検診（無料で受診できる検診もあります） 
昭和23年4月2日～ 昭和24年4月1日生まれ（60歳） 
　　 28年4月2日～ 29年4月1日生まれ（55歳） 
　　 33年4月2日～ 34年4月1日生まれ（50歳） 
　　 38年4月2日～ 39年4月1日生まれ（45歳） 
　　 43年4月2日～ 44年4月1日生まれ（40歳） 

 
　定員になり次第締め切りますのでお早めに健康増進係
へお申し込みください。申込者には検診日の１週間くら
い前に受診票および検査用容器などを送付します。 

 
…無料 
…2,000円 
…1,000円  

………500円

乳 
40歳以上  30歳以上 20歳以上 

子宮 
宇都宮健康 
クリニック 

12月5日（土） 

11日（金） 

1月 9日（土） 

17日（日） 

27日（水） 

♡

♡

♡

♡

♡

♡

♡

♡

☆ 

☆ 

☆ 

☆ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

板荷コミュニティセンター 

市民情報センター 

鹿沼地域職業訓練センター 

市民情報センター 

南押原コミュニティセンター 

※ ※ 

保健衛生 
事業団 

※12月11日の肺・乳がん検診は満員のため締め切りました。 
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  平成21年9月生 

午後1時 
 
2時 
 

12／10（木） 
12／11（金） 
12／15（火） 
12／17（木） 
12／18（金） 
12／  7（月） 
 

平成21年 7 月 1 日～ 7 月20日生 
平成21年 7 月21日～ 8 月10日生 
平成21年 2 月生 
平成20年 5 月 1 日～ 5 月20日生 
平成20年 5 月21日～ 6 月10日生 
平成18年11月 1 日～11月20日生 
 
 
 
 

～
 

平成21年 
2月生 

12／15（火） 
（10か月児 
  健診時） 
 

絵本の紹介と読みきかせ 
絵本の配布 
問合せ：図書館本館 
　　　 ☎（64）9523 
 

歯科検診 
ブラッシング指導 
持ち物：母子手帳 
　　　   子供用歯ブラシ 
 体と心の成長・栄養の話 
クッキング体験 
持ち物：母子手帳 
　　　   食事用エプロン 
 

健康課保健指導係　☎（63）8312健康課健康増進係　☎（63）8311 
 　12月の乳幼児健診対象児には、個別検診は11月末に、
集団健診は健診日の2週間前に個人通知します。 

平成21年 
4・5月生 
 

平成19年12月 
平成20年1月生 
 

12／22（火） 
午後1時30分 
　～3時30分 

12／8（火） 
午前１０時 
～11時３０分 
 

1／19（火） 
午前１０時 
～11時３０分 
 

離乳食の話と実習 
 

第
１
回 

 

第
２
回 

 

「離乳食はこれでいいの？」「うちの子にはアレルギー
がある…」「メタボリックから脱出したい！」など 
　食や栄養に関すること、健康についての悩みなど、栄
養士や保健師に相談できます。気軽にお問い合わせくだ
さい。 
と　き　月～金曜日（祝日を除く） 
　　　　午前8時30分～午後5時 
ところ　市民情報センター3階　健康課 

健康課保健指導係　☎（63）8312

（昼間） 
午前9時～ 
午後5時 

（夜間） 

昼
　
間 

夜
　
間 

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 
平日（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

6日（日） 
13日（日） 
20日（日） 
23日（水・祝） 
27日（日） 
31日（木） 

 6日（日） 
13日（日） 
20日（日） 
23日（水・祝） 
27日（日） 
31日（木） 

 

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

☎（64）2161 
☎（64）2131 
☎（64）2775 
☎（63）1333 

☎0282（92）2323 
☎（64）2131 

 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  
御 殿 山 病 院  
 

☎（64）2161 
☎（64）2131 
☎（64）2161 
☎（64）2161 

☎0282（92）2323 
☎（64）2131 

 

　12月の予防接種対象児（者）には、集団接種は接種
日の5日前に、個別接種は11月末に個人通知します。個
人通知が届いたら、できるだけ早めに受けるようにし
ましょう。（麻しん風しんの第2・4期は通知済みです） 

平成21年9月生 

平成20年11月生 
 平成15年4月2日生 
　～16年4月1日生 
（平成22年3月31日までに接種しましょう） 
 

7歳6か月未満で平成20年11月
に初回が済んでいる児 

第1期 
追加 
 

第1期 

 

平成3年4月2日生 
　～4年4月1日生 
（平成22年3月31日までに接種しましょう） 
 

第4期 

第2期 

 

12／2 (水)
午後1時15分 

 
2時15分 

 

～
 平成21年6月・7月生 
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健康課保健指導係　☎（63）8312
　みなさんの健康づくりを応援する、出前健康相談「ま
ちの保健室」を開設します。からだやこころの相談がで
きますので、気軽にお立ち寄りください。 
　健康活跳日の日（土・日・祝日を除く毎月21日）に市
役所で開設しています。 
開設時間　午前9時～正午 

歯とお口の健康をもう一度考えてみませんか?         
あなたの歯ぐきは大丈夫ですか？ 
自分は大丈夫と思っているあなた…　歯周疾患検診は、10年に 
1度の検診です。ぜひ、検診で歯ぐきの状態を確認しましょう！         
歯周疾患検診 
内　容 問診・歯周組織検査 
料　金 無料（治療が必要な場合、治療費は有料）         

対　象 昭和44年4月2日～昭和45年4月1日生 
 　　34年4月2日～　　35年4月1日生 
 　　24年4月2日～　　25年4月1日生 
 　　14年4月2日～　　15年4月1日生 

※対象の人で「歯周疾患のお知らせ」のハガキがお手元にない人は 
再発行しますので、健康増進係へ連絡してください。 
なお、検診は12月25日（休診日は除く）までです。 

※総入れ歯の人はご遠慮ください。 

 
鹿沼市食生活改善推進員会／健康課保健指導係 

〒322-0064 文化橋町1982-18 
☎（63）8312・FAX（63）8313 

　みなさんは朝ごはんをおいしく食べていますか？ 
　朝ごはんをきちんと食べるためには、朝早く起きるこ
とが必要です。 
　朝ごはんをしっかり食べ、1日を元気に過ごすための
キャッチコピーを、ぜひ作ってみませんか？ 
　多くの作品の応募をお待ちしております。 
テーマ　「早寝早起き朝ごはん」 
応募期間　12月1日（火）～平成22年1月15日（金） 
応募方法　市内小中学生は、学校で配布する応募用紙で応

募してください。一般の人は、郵送またはFAX
で健康指導係へ。 

※作品の発表は、平成22年2月7日（日）の「健康づくりの
つどい」で行います。 

※優秀作品は、市の食育普及啓発のキャッチコピーとし
て活用します。 

ま
ち
の
保
健
室 

健康課健康増進係　☎ (63)8311 
 

健康課健康増進係　☎ (63)8311 
 

北赤塚町公民館 

栃窪公会堂 

亀和田町 
集落センター 
 

千渡自治会館 

磯町公民館 

こばと保育園 

南押原 
コミュニティセンター 

藤江町 
コミュニティセンター 南上野町公民館 

　①65歳以上の人 
　　　　②15歳以上65歳未満で希望する人（ただし、会社等で受診しない人） 
 

無料 
　胸部レントゲン撮影（1枚） 

 

鹿沼東高校 
（バックネット裏） 
 

富岡農村集落 
センター 

菊沢 
コミュニティセンター 

非常に多い　歯周疾患!! 
要精密検査が53.7％ 

平成20年度の受診率は、たったの10％（対象者5486人中546人受診） 

対象の人はすすんで検診を受けましょう！ 

歯周疾患検診結果（平成20年度） 
 異常なし 

11.2％ 要精検 
53.7％ 

経過観察 
35.2％ 
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健康課健康増進係　☎（63）8311

　新型インフルエンザに対する予防接種は、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすことを目的にしています。
予防接種は、個人の意思に基づく任意接種です。 

●優先的に接種できる人 
　当面、確保できるワクチンの量に限りがあるため、より必要性の高い人が早く接種できるように、次のとおり優
先的に接種を開始します。 
（スケジュールは、予定であり今後変更になる場合もあります） 

※基礎疾患を有する人（最優先）とは、特に重症化のリスクが高い人として、一定の基準に該当すると医師が判断した
人です。 

※優先接種対象者証明書は、かかりつけ医で接種する場合は必要ありません。（市県民税非課税世帯の人を除く） 
※上記以外の人への接種は、優先接種者の接種状況を踏まえ対応していきます。 

●市内の接種医療機関 
予防接種には予約が必要ですので、11月中旬以降に各医療機関へお問い合わせください。 

●接種費用 
新型インフルエンザワクチンの接種は、全額自己負担の任意接種です。 

　◆1回目　3,600円　　◆2回目　2,550円（1回目と異なる医療機関で接種する場合は3,600円） 

　生活保護世帯および市県民税非課税世帯の人は、接種費用が全額免除されます。接種の際に、免除の対象である
証明書等が必要になります。 
◎生活保護世帯の人は、交付されている「生活保護法による医療扶助受給資格者証（休日・夜間等緊急用）」を医
療機関に提示してください。 

◎市県民税非課税世帯の人は、「新型インフルエンザワクチン接種者用　非課税世帯証明書」（無料）を市民税係（市
役所1階④番窓口）または各コミュニティセンターで交付してもらってください。その際「優先接種対象者証明書」
が必要です。接種の際に、非課税世帯証明書を医療機関に提示してください。 

※非課税世帯証明書を請求する際に、同一世帯以外の人が窓口に来る場合は委任状が必要です。 

新型インフルエンザワクチンの接種について 

医療機関名 
 

電話番号 
 青木医院 

あきば内科循環器科クリニック 
荒井内科 
荒木医院 
飯岡小児科 
池田脳神経外科 
池森外科医院 
石川医院 
いとうこどもクリニック 
伊藤内科 
宇賀神内科外科 
大井田医院 
大野医院 

（65）1543 
（60）7810 
（62）7523 
（64）2775 
（65）3257 
（63）1333 
（64）3456 
（76）3145 
（63）5566 
（64）7241 
（60）6300 
（64）2077 
（65）3661

医療機関名 
 

電話番号 
 大谷医院 

大谷クリニック 
奥山医院 
小野内科循環器科医院 
金子医院 
上都賀総合病院 
北川医院 
宮司外科胃腸科 
倉持整形外科鹿沼 
けやき坂クリニック 
小池医院 
御殿山病院 
小林産婦人科医院 
 

（64）1101 
（62）2549 
（64）2207 
（64）3385 
（85）3220 
（64）2161 
（77）2012 
（62）6222 
（63）3300 
（62）8808 
（60）1300 
（64）2131 
（65）7788 
 

医療機関名 
 

電話番号 
 小松医院 

さつきクリニック 
鈴木内科 
�橋外科胃腸科 
竹村内科腎クリニック 
仁神堂クリニック 
にれぎクリニック 
布川小児科 
細川耳鼻咽喉科・内科 
細川内科・外科・眼科 
山口内科医院 
山崎内科医院 
 

（60）5515 
（76）3313 
（64）3667 
（62）9700 
（60）7577 
（65）2881 
（75）1506 
（64）2472 
（64）3387 
（60）1600 
（63）3030 
（64）3261

接種日に65歳以上の人 

※10月30日現在です。今後変更があった 
　場合は、11月25日号でお知らせします。 
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