
Health and Welfare

広報なりた 2017.7.15 18

4c4c

▼一般健康相談 期日 受付時間 相談を受ける人
歯の健康相談 8月 2日㈬ 午後1時30分〜2時30分 歯科医師・歯科衛生士

こころの健康相談（予約制）
（治療中の人は除く）

7月21日㈮
午後1時15分から

精神科医師・保健師
8月 2日㈬ カウンセラー・保健師

▼乳幼児健診・相談 期日 受付時間 対象
赤ちゃん相談・4カ月 7月28日㈮

午前9時〜9時30分
午後1時〜1時30分

平成29年3月生まれ
赤ちゃん相談・10カ月 7月21日㈮ 平成28年9月生まれ
1歳6カ月児健診 8月 3日㈭ 平成28年1月生まれ
2歳児歯科健診 8月10日㈭ 平成27年1月生まれ
3歳児健診 7月27日㈭ 平成26年1月生まれ
こころの発達相談（予約制） 8月 9日㈬ 午前9時〜11時50分 心理発達に心配のある乳幼児

保健インフォメーション
　このコーナーの会場は保健福祉館です。問い合わせは健康増進課（☎27-1111）へ。電話やＦＡＸ（27-1114）で健康に関する相談
なども受け付けています。相談は医師などの都合により日程を変更する場合があります。

日曜祝日診療機関
　都合により休診する場合があります。
来診前に電話で問い合わせてください。

成田病院（午前中・押畑・☎22-1500）
藤倉クリニック（午前中・幸町・☎22-1158）
聖マリア記念病院（取香・☎32-0711）
ひらの内科（日曜日の午前中・ウイング土
屋・☎23-8070）

大田クリニック（日曜日の午前中・ウイン
グ土屋・☎23-2100）

なのはなクリニック（日曜日の午前中・吉
岡・☎49-0533）10120-2
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成田市医療相談ほっとライン
専門の医療スタッフが、24時間年中無休、
無料で相談に応じます。

ダイヤル回線からは☎043-242-9939、
午後7時〜翌午前6時・年中無休

☎♯8000
こども急病電話相談

赤坂1-3-1（保健福祉館敷地内）急病診療所 ☎27-1116

●母親学級（予約制）…主に初めて母親に
なる人が対象

●パパママクラス（予約制）…妊婦とその
家族が対象

　※日時などくわしくは健康増進課へ。
●こんにちは赤ちゃん事業…生後4カ月ま

での赤ちゃんが対象
　※ 赤ちゃんお誕生連絡票（母子健康手

帳別冊）を健康増進課へ送付。
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※ 症状や年齢によって対応が難しい場合もありますので、事前に連絡してください。

【イオンモール成田】
7月15日㈯・16日㈰・30日㈰ 午前10
時〜11時45分、午後1時〜4時
【市役所】
7月26日㈬ 午前10時〜11時45分、午
後1時〜4時
※ 都合により変更になる場合がありま

す。くわしくは千葉県赤十字血液セ
ンター千葉港
事業所推進課

（☎043-241-
8332）へ。

献血にご協力ください

受付日時 診療科目
毎日（休診日なし）
午後7時〜10時45分

内　科
小児科

日曜日、祝日、振替休日、8月13日〜
15日、12月29日〜1月3日
午前10時〜午後4時45分

内　科
小児科
外　科

祝日（日曜日を除く）、振替休日、8月13
日〜15日、12月29日〜1月3日
午前10時〜午後4時45分

歯　科

保育園名 電話番号 期　日 保育園名 電話番号 期　日
＊松　崎 26-8282 7/21㈮、8/4㈮ 　小御門 96-2362 7/20㈭、8/3㈭
　赤　荻 24-0752 7/28㈮ ＊三里塚第一 35-0165 7/18㈫、8/1㈫
＊赤　坂 20-6900 7/26㈬、8/9㈬ ＊三里塚第二 35-0081 7/25㈫、8/8㈫
　橋賀台 28-0676 7/25㈫、8/8㈫ 　長　沼 37-0005

毎日
（土・日曜日、祝日を除く）

　中　台 27-9023 7/19㈬、8/2㈬ ＊大　栄 73-3000
　新　山 28-2527 7/20㈭、8/3㈭ ＊宗　吾 26-2472
　玉　造 26-8889 7/27㈭、8/10㈭ ＊公津の杜 29-6551
＊中台第二 29-6676 7/18㈫、8/1㈫ ＊成　田 22-0856 一時保育のみ＊高　岡 96-0042 7/26㈬、8/9㈬ ＊つのぶえ 22-0867

＊は一時保育あり（要予約）

保 育 園 開 放 日
　このコーナーの問い合わせは各保
育園へ。長沼・大栄・宗吾・公津の杜
保育園以外は予約が必要です。
時�間＝午前10時〜11時（長沼は午前9

時〜午後0時15分、大栄は午前9時
30分〜午後4時30分、宗吾・公津の
杜は午前9時〜正午・午後1時〜3時）
対�象＝保育園・幼稚園に通っていない就

学前の乳幼児
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市内公立保育園で
非常勤職員の募集

応募資格＝保育士の資格を持ち、業務に
意欲的に取り組める人（学生不可）
募集人員＝10人程度
業務内容＝乳幼児の保育
勤務日時＝9月1日〜3月31日のうち月10

〜20日程度（日曜日・祝日を除く） 午前
8時30分〜午後5時（時間外勤務あり）
時給＝1,300円（市規定に応じ期末手当

あり）
応募方法＝7月26日㈬（当日消印有効）

までに、写真を貼った履歴書を直接ま
たは郵送で保育課（市役所2階 〒286- 
8585 花崎町760）へ

※くわしくは同課（☎20-1607）へ。

退院の準備について知る
成田赤十字病院公開健康講座

日時＝7月20日㈭ 午後2時〜3時30分
会場＝成田赤十字病院A棟8階講堂
テーマ＝入院した時から考えよう、退院

のこと
講師＝宮﨑久美子さん（同病院退院支援

室師長）、吉田敦子さん（同病院訪問看
護ステーション係長）
定員と参加費＝100人（先着順）・無料
※申し込みは同病院社会課（☎22-2311 

内線7504）へ。

1歳になったら早めに
麻疹・風疹の予防接種

　麻疹・風疹の予防接種は、2回受ける
必要があります。1・2歳で麻疹・風疹
にかかる可能性が高いため、1歳になっ
たら早めに予防接種を受けましょう。
対象
◦1期…1歳の子ども
◦2期…平成23年4月2日〜24年4月1

日生まれの子ども
　2期の接種期限は3月31日です。期限
を過ぎた場合は有料になります。転入な
どで問診票がない場合は母子健康手帳を
持って健康増進課へ来てください。
※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

対象者に問診票を送付
学齢期の予防接種

　市では、子どもの予防接種の問診票を
次の時期に送付します。
◦二種混合（ジフテリア・破傷風）…11

歳の誕生日の翌月
◦日本脳炎2期…9歳の誕生日の翌月
日本脳炎の予防接種の救済措置
　接種勧奨の差し控えによって、日本脳
炎予防接種を受けることができなかった
平成7年4月2日〜19年4月1日生まれの
人は、20歳の誕生日前日まで定期の予
防接種として未接種分を接種できます。
日本脳炎1期（3回）と2期（1回）が済んで
いない人は健康増進課へ連絡してくださ
い。
※くわしくは同課（☎27-1111）へ。

入会特別説明会を開催
シルバー人材センター

　能力や経験を生かして働くことで社会
参加したいという60歳以上の人に対し、
就業の機会を提供しています。
　入会説明会は毎月最終水曜日に行われ
ていますが、7月は次の日程・会場でも
開催されます。参加を希望する人は当日
直接会場へ来てください。
日時＝7月28日㈮ 午前10時〜正午
会場＝三里塚コミュニティセンター
※くわしくはシルバー人材センター（☎

36-6161）へ。

子どもの事故予防のために
子育て応援セミナー

日時＝8月30日㈬ 午前10時〜正午
会場＝保健福祉館多目的ホール
内容＝子どもの安全を確保するための注

意点や、事故が起きてしまった際の対
応の仕方を学ぶ
講師＝平山紀子さん（成田国際福祉専門

学校保育士科講師）
対象＝子育て支援に関心のある市内在住

の人、ファミリー・サポート協力会員
定員＝30人（先着順）
参加費＝無料
持ち物＝筆記用具
※申し込みは8月22日㈫までに、なり

たファミリー・サポート・センター（☎
27-8010）へ。

小学4年生〜高校生が対象
福祉に関する標語

内容＝思いやり・親切・ふれあいなど福
祉に関係するもの
対象＝市内在住・在学の小学4年生〜高

校生
応募規定＝七五調で作られたもの（字数

は問いません）。応募は1人1点
申込方法＝10月31日㈫（必着）までに、

はがきに氏名・学校名・学年・標語作
品を書いて社会福祉協議会（〒286-
0017 赤坂1-3-1）へ

※くわしくは同協議会（☎27-7755）へ。

発達が気になる子への接し方
印旛地区自閉症協会講演会

日時＝8月6日㈰ 午前10時〜午後0時30
分
会場＝保健福祉館多目的ホール
講師＝菅谷恵子さん（船橋市立八木が谷

北小学校教諭）
参加費＝無料
申込方法＝FAXまたはEメールで住所・

氏名・電話番号を印旛地区自閉症協会
事務局（FAX94-0266 Eメールa_inb 
achiku_c2002@yahoo.co.jp）へ

※くわしくは同事務局（☎94-0266）へ。

刺されないように対策を
蚊を媒介とした感染症

　近年、ジカ熱やデング熱などの、蚊を
媒介とした感染症が多く発生しています。
　蚊が増えるこれからの季節、刺されな
いように次の対策を行いましょう。
◦長袖シャツ、長ズボンなどを着用する
◦虫刺され防止剤を使用する
◦蚊の幼虫の発生源になりやすい、植木

鉢、プランターの受け皿、プラスチッ
ク容器などを片付ける

※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

舞踊やコーラスを披露
高齢者クラブ大会

　市高齢者クラブ連合会の会員が、日頃
の練習の成果を発表します。
日時＝7月27日㈭ 午前10時〜午後3時
会場＝国際文化会館大ホール
※入場料は無料です。くわしくは高齢者ク

ラブ連合会事務局（☎37-3227）へ。

と祉 康
HEALTH AND WELFARE

福 健


