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　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。

【イオンモール成田】
11月19日㈯・20日㈰・26日㈯ 午前10
時〜11時45分、午後1時〜4時30分
※ 国内で承認されている新型コロナウイ

ルスワクチンを接種した人は、接種後
48時間以上経過している場合に献血
ができます。また、日程は変更になる
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。

　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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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）

なのはなクリニック（日曜日の午前中・吉
岡・☎49-0533）
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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

献血にご協力ください

※乳幼児健診・相談は全て予約制です。申し込みは健康増進課へ。

赤坂1-3-1（保健福祉館敷地内）☎27-1116

ボンベルタ成田
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※ 症状や年齢によって対応が難しい場合があります。電話は受付時間の15分前から受け付
けていますので、事前に連絡してください。

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

急病診療所

●母親学級（予約制）
内容＝妊娠・出産に関する話や個別相談

など
対象＝初めて妊娠した人
●パパママクラス（予約制）
内容＝赤ちゃん人形を使った育児体験と

沐
もく

浴
よく

講座
対象＝初めて赤ちゃんが生まれる夫婦や

その家族

※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
内容＝助産師や保健師などによる家庭訪

問
対象＝生後4カ月までの乳児
※赤ちゃんお誕生連絡

票（母子健康手帳別冊
内）を健康増進課へ提
出してください。

保育園名 電話番号 期　日
松　崎 26-8282 11/18㈮、12/2㈮
赤　荻 24-0752 11/25㈮、12/9㈮
赤　坂 20-6900 11/24㈭、12/8㈭
橋賀台 28-0676 11/22㈫、12/13㈫
中　台 27-9023 11/16㈬、12/7㈬
新　山 28-2527 11/17㈭、12/1㈭
吾　妻 27-5773 12/14㈬

中台第二 29-6676 11/15㈫、12/6㈫

保育園名 電話番号 期　日
玉　造 26-8889 11/24㈭、12/8㈭
高　岡 96-0042 12/14㈬
小御門 96-2362 11/17㈭、12/1㈭
長　沼 37-0005

毎日
（土・日曜日、祝日を除く）

大　栄 73-3000
宗　吾 26-2472

公津の杜 29-6551

▼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 12月 7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）
（治療中の人を除く）

11月18日㈮ 午後1時15分〜
3時 カウンセラー・保健師

11月30日㈬ 午後1時15分〜
2時30分 精神科医師・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 11月29日㈫ 午前9時〜

午後2時
令和4年7月生まれ

赤ちゃん相談・10カ月 11月30日㈬ 令和4年1月生まれ
1歳6カ月児健診 12月 1日㈭ 午前9時〜

午後2時30分
令和3年5月生まれ

2歳児歯科健診 11月17日㈭ 令和2年4月生まれ
3歳児健診 11月24日㈭ 令和元年5月生まれ

5歳児健診 11月16日㈬ 午後1時〜
1時40分

平成29年4月2日〜30年4
月1日生まれで、健診を受
ける機会のない幼児

こころの発達相談 12月14日㈬ 午前9時〜11時 心理発達に心配のある乳幼児
離乳食相談 11月22日㈫ 午前9時10分〜

午後2時 生後4〜18カ月の乳幼児
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成人歯科検診
もう受けましたか

　歯でしっかりとかむことができる人は
認知症や要介護状態になりにくく、健康
寿命が長いといわれています。
　検診を受けて口の中の健康を見直して
みませんか。
　なお、検診当日に治療や処置は行いま
せん。必要な治療や処置が生じた場合は、
別途料金がかかる場合があります。
実施期間＝12月31日㈯まで
実施場所＝市内歯科医療機関（広報なり

た5月1日号、わが家の健康づくりカ
レンダー、市ホームページ（https://
www.city.narita.chiba.jp/kenko_ 
fukushi/page270700.html）などで
確認してください）
内容＝問診、口

こう
腔
くう

内診査、保健指導
対象＝市に住民記録があり、令和5年3

月31日時点で19歳以上の人
自己負担額＝500円（70歳以上の人と

生活保護受給者は無料）
持ち物＝成人健（検）診受診券、健康保険

証などの本人確認ができる物
受診方法＝希望する歯科医療機関に直接

予約する
※生活保護受給者は事前に健康増進課
（☎27-1111）へ連絡してください。
くわしくは同課へ。

なりたフードバンク活動
余っている食品を募集

　成田市社会福祉協議会では、家庭や企
業で余っている食品の寄付を受け付けて
います。
　寄付された食品は生活に困っている人
に配布します。
受付時間＝平日の午前9時〜午後5時
受付場所＝成田市社会福祉協議会（保健

福祉館内）、暮らしサポート成田（商工
会館1階）
募集内容＝米（令和3・4年産）、乾麺、

缶詰、レトルト・インスタント食品な
どで次の全てに当てはまる物

◦未開封である
◦賞味期限まで2カ月以上ある
◦常温で保存できる
※くわしくは成田市社会福祉協議会（☎

27-7755）へ。

市民公開講座
国際医療福祉大学が開催

日時
①11月29日㈫ 午後3時〜4時30分
②12月9日㈮ 午後1時30分〜3時
会場＝国際医療福祉大学成田キャンパス
テーマ＝①認知症予防について②放射線

と私たちの生活
講師＝①澁

しぶ
井
い

実
みのる

さん（同大学作業療法学
科教授）、筧

かけひ
智
とも

裕
ひろ

さん（同学科助教）②
小
こ

林
ばやし

純
じゅん

也
や

さん（同大学放射線・情報科
学科教授）
定員と参加費＝各80人（先着順）・無料
※申し込みは同大学総務課（☎20-770 

1）へ。

がん患者等支援事業
費用の一部を助成します

　市では、がん患者の精神的・経済的な
負担の軽減と社会生活の応援のため、補
整具や予防接種にかかる費用の一部を助
成しています。
がん患者ウィッグ及び胸部補整具購入費
等助成
対象＝がんの治療に伴う、ウィッグや胸

部補整具を、4月以降に購入またはレ
ンタルした人
助成額
◦ウィッグ…脱毛を補うために着用する

全頭用かつらの購入またはレンタルに
かかった費用のうち上限3万円

◦胸部補整具…乳がん手術後に使う補整
下着、乳房補整パッドなどの購入にか
かった費用のうち上限2万円
助成回数＝各1回
定期予防接種の再接種費用助成
　4月以降に受けた定期予防接種の再接
種にかかった費用を助成します。助成額
は予防接種の種類によって異なります。
対象＝小児がんなどの治療により、接種

済みの定期予防接種の免疫が低下また
は消失したため、医師に再接種が必要
と判断され、再接種を受けた日時点で
市に住民記録がある20歳未満の人

※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

県生涯大学校
仲間をつくって学びませんか

応募条件＝令和5年4月1日時点で60歳
以上で、仲間づくりや生きがいづくり、
社会参加などに興味のある県内在住の
人（55〜59歳の人も一定の要件で応
募可）
募集期間＝12月27日㈫まで
願書配布場所＝高齢者福祉課（市役所議

会棟1階）や県内の各地域振興事務所
など、県ホームページ（https://ww 
w.pref.chiba.lg.jp/koufuku/jinza 
i/shougaidaigaku/gansho_nyuus 
yu.html）

※くわしくは県生涯大学校事務局（☎
043-266-4705）へ。

医療相談ほっとライン
気軽に利用してください

　医療相談ほっとライン（10120-24-
1130）は、市民が利用できる無料のテ
レホンサービスです。
　医師や看護師などの専門家が、24時
間年中無休で健康・医療・介護・育児の
悩みなどの相談に応じます。なお、診断
や治療は行いません。
※くわしくは健康増進課（☎27-1111）へ。

精神保健福祉講演会
ピアサポーターについて知る

　ピアサポーターは、病気や障がいのあ
る人を同じ立場から支援する人です。そ
の活動を広く知ってもらうため、講演の
内容をオンラインで配信します。
配信期間＝12月1日㈭〜1月15日㈰
テーマ＝経験者が描く現在・未来
講師＝矢

や
部
べ

滋
しげ

也
や

さん（北海道ピアサポー
ト協会代表理事）
定員と参加費＝200人（先着順）・無料
申込方法＝11月28日㈪までにEメール

で住所・氏名・電話番号を成田市社会
福祉協議会（Eメールoffice@naritas 
hakyo.or.jp）へ。申し
込み専用フォーム（htt 
ps://forms.gle/qRX 
RfUcGaLCiyy7KA）
からも申し込めます

※くわしくは成田市社会福祉協議会（☎
27-7755）へ。


