
筋力トレーニング講習会
（60歳以上対象）

　梅雨の時期。雨のせいで体を動かすことが減る季節です。筋
肉は使わないと日々衰えていきます。「転倒→骨折→寝たきり」
の予防や健康づくりのために、室内でできる簡単な筋力トレーニ
ングマシン利用を学ぶ講習会参加者を募集中。講習会終了後は、
自主トレーニングで元気に過ごせる体をつくることができます。
日時　7月 25 日㈭　10 時～ 11 時 30 分
場所　すぎとピア�ふるさと元気村
対象　町内在住の 60歳以上の方
　　　※ただし要支援・要介護認定を受けている方を除く
定員　5名 ( 先着順 )
申込　電話で保健センターへ（申込書を郵送します）

受付時間　13時～ 13 時 30 分
持ち物　�母子健康手帳、バスタオル（3歳児は母子健康手

帳のみ）
　対象児には個別に通知があります。健診日の1週間前まで
に通知が届かない場合は、保健センターへご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日
3　〜　4　か月児健診 平成25年　3　月生 7月10日㈬
9 〜 10か月児健診 平成24年　9　月生 7月　9　日㈫
1歳6か月児健診 平成23年12月生 7月　3　日㈬

3歳児健診 平成22年　2　月生 7月24日㈬

乳幼児健診

　杉戸町母子愛育会によるお遊び会を行います。
　ぜひ、親子で参加してください。一緒に楽しく遊びましょう！
日　時　７月１日㈪　10 時～11時 30 分
場　所　保健センター2階�研修室
対　象　就園前のお子様と保護者の方
＊事前予約は必要ありません。お気軽にご参加ください。

母と子のつどい

　早期発見・早期治療を目的として、次の生年月日に該当する
方々に平成 25 年 6 月中に『子宮頸がん・乳がん・大腸がん検
診の無料クーポン券』を郵送する予定です。

【クーポン券の有効期間】　平成 26年1月31日㈮まで

【利用方法】
○保健センターで実施する集団検診
○個別検診（医療機関）
＊大腸がん検診は、集団検診のみでのご利用となります。
＊詳細については、無料クーポン券と一緒にご案内します。

がん検診無料クーポン券を配付します！

　骨粗しょう症予防のためには、骨に適度な刺激を与える運動が
効果的です。しなやかで丈夫な骨づくりに参加してみませんか？�
骨粗しょう症検診を受診した方には、特におすすめの教室です。
日時　�7月16日・23日・30日、8月20日・27日、9月3日・�

10日・24日（すべて火曜日・全8回）　10時～11時30分
※保育はありませんのでご了承ください。
場所　保健センター2階�研修室
対象　20～ 64歳の女性（定員25名・先着順）
内容　�有酸素運動、ストレッチ、血管年齢測定
服装　運動ができる服装
持ち物　タオル、水分補給用の飲み物
申込み　6月27㈭�9 時～、電話で保健センターへ

骨粗しょう症予防のための ヘルストレーニング教室

　平成17年の積極的勧奨の差し控えにより、第1期（初回接
種 2回・追加接種1回）が完了していない方のうち平成 25年
度中に8歳になる方（平成17年 4月2日から平成18年 4月１
日生）、および第2期が完了していない方のうち平成 25年度
中に18歳となる方（平成7年 4月2日から平成8年 4月1日生）
の不足接種分について、接種を実施することになりました。

※該当する方には、すでに個別に通知しています。
※現在、3歳児健診時に予診票を配布しています。
※�転入してきた方、3～7歳 6か月未満の方、および20歳未
満（平成 7年 4月2日から平成19 年 4月1日生）の方で、
接種を希望する方には予診票を配布しています。母子健康
手帳を持参のうえ保健センターへお越しください。

日本脳炎定期予防接種

☎ 0480 (34) 1188

お子様の用事でお越しになる際は母子健康手帳をお持ちください

保　 健++ 保健センター   
（ 健 康 支 援 課 ）

　もうすぐママ・パパになるみなさん、出産・育児につい
て学んでみましょう。

（平日コースは 5日間で 1コースです。）
対象　�出産予定月平成 25 年 10 月～ 12 月の妊婦と夫（特

に 7月 11・26 日はパパにもおすすめです）
※�出産予定月は目安ですので、予定月以外の方も参加できます。
申込　6月 25 日㈫までに電話で保健センターへ

月�日 時�間 内����容

7 月　2　日㈫
9 時 30 分

〜 11 時 30 分

友達を作ろう！
赤ちゃんを事故から守ろう
先輩ママとのおしゃべりタイム

7 月　4　日㈭
9 時 30 分

〜 14 時 15 分
妊娠中の食生活（調理実習）
赤ちゃんとママの歯の健康

7 月 11 日㈭

9 時 30 分
〜 11 時 30 分

赤ちゃんをお風呂に入れよう

7 月 22 日㈪
妊婦体操・妊娠中の生活
お産の準備とすすみ方

7 月 26 日㈮
産後はどう過ごす？
赤ちゃんって？おっぱいケア

ママ・パパ教室 －平日クラス－

◆子宮頸がん個別検診 〇は杉戸町●は幸手市にある医療機関

日程　7月 1日㈪�～ 1月 31 日㈮
場所　〇玉井医院　　　　　　　　　☎�（33）�2464
　　　〇長岡産婦人科医院　　　　　☎�（33）�3325
　　　●堀中病院　　　　　　　　　☎�（42）�2081
　　　●久我クリニック　　　　　　☎�（40）�3105
　　　●産婦人科木村医院　　　　　☎�（42）�0222
　　　●ワイズレディスクリニック　☎�（44）�0555
対象　20歳以上で奇数月生まれの女性
　　　子宮頸がん検診無料クーポン券の該当になる方
費用　1,200 円
申込　�事前に予約をしてください。検診当日は、住所・氏名・

生年月日が確認できる運転免許証や健康保険証など
を持参してください。

◆乳がん個別検診
日時　7月 1日㈪�～ 1月 31 日㈮
場所　東埼玉総合病院　申込専用番号　☎�（40）�1420
　　　所在地：幸手市吉野 517-5
対象　40歳以上で奇数月生まれの女性
　　　乳がん検診無料クーポン券の該当になる方
費用　1,500 円
申込　�事前に予約をしてください。検診当日は、住所・氏名・

生年月日が確認できる運転免許証や健康保険証など
を持参してください。

■■ 女性のためのがん検診（個別検診） ■■

★共通事項
①検診は年度内（4月～翌年 3月）に1回のみとなります。
②次の方は、受診費用が免除になります。
・70歳以上の方：検診当日にお申出ください。
・ 町民税非課税世帯の方：世帯全員が非課税の方が対象。検診受診日の10
日前までに保健センター窓口で手続きをしてください。印鑑が必要です。

・ 生活保護を受けている方：検診当日、受給者証を提示してください。

１．高齢者は上手にエアコンを

�　　室内でも、熱中症になることがあります。

２．暑くなる日は要注意

�　　�猛暑のときは、エアコンの効いた
室内など涼しいところに避難しま
しょう。

３．水分・塩分こまめに補給

�　　のどが渇く前に水分を補給しましょう。
�　　�アルコールは体内の水分を出してしまうので、水分補

給にはならず、逆に危険です！

４．「おかしい！？」と思ったら病院へ

５．周りの人にも気配りを

�　　�声を掛け合い、周りの人の体調にも配慮しましょう。

（埼玉県・埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急セ
ンター、さいたま市立病院救急科作成「熱中症予防５つの
ポイント」より）

～熱中症予防５つのポイント～

問合せ 産業課�商工担当��内線 306
杉戸町マスコットキャラクター

すぎぴょん

■�消費生活相談を実施しています（無料）

杉戸町 ／ 毎週火曜日・木曜日　10時～ 16 時　杉戸町役場本庁舎 1階�相談室　☎ (33)�1111
宮代町 ／ 毎週月曜日・水曜日　10時～ 16 時　宮代町役場 2階�相談室　☎ (34)�1111

スイバドア
　　　　　　　　　　　①�携帯電話端末の分割払いを滞納すると、その情報が信用情報機関に登録されて、将来

設計に影響を及ぼす可能性があります。また、子どもの名義で契約して親が滞納した
場合でも、子どもの信用情報に影響する場合があるので注意しましょう。

　　　　　　　　　　　②�信用情報は、本人が申告すれば確認することができます。くわしい方法などは、各信
用情報機関のホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　株式会社シー・アイ・シー　　　http://www.cic.co.jp
　　　　　　　　　　　　株式会社日本信用情報機構　　　http://www.jicc.co.jp/
　　　　　　　　　　　　全国銀行個人信用情報センター　http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

消費生活に関するトラブル事例

　【30歳代男性のケース】
　スマートフォンの端末を分割払いで購入し、月々の通信料と一緒に支払っている。通話料がかさんだこともあり、
過去に何回か滞納したことがあるが現在は完済している。近く金融機関に住宅ローンの申込をするが、審査が通る
か心配だ。

　各携帯電話会社は、端末の代金支払い方法として「一括払い」のほかに「分割払い」を設定しています。端末代
が高額な場合には、月々通信料と一緒に端末の代金を分割で支払う利用者も数多くいます。
　端末の「購入契約」と「通信契約」は別々の契約であり、月々の支払いを滞納すると端末の分割払いを滞納した
ことにもなります。分割払いの滞納が 3 か月以上続くと、その情報は割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」に
登録されます。完済している場合でも 5 年を超えない期間は記録が残り、その情報はクレジットやローンの審査の
際に利用され、場合によっては契約を断られる可能性もあります。

くらしの110番

携帯電話端末分割払いの滞納にご注意！ 信用情報に傷がつくことも…

子宮頸がん検診（女性）

20歳 平成　4（1992）年4月2日～平成　5（1993）年4月1日

25歳 昭和62（1987）年4月2日～昭和63（1988）年4月1日

30歳 昭和57（1982）年4月2日～昭和58（1983）年4月1日

35歳 昭和52（1977）年4月2日～昭和53（1978）年4月1日

40歳 昭和47（1972）年4月2日～昭和48（1973）年4月1日

大腸がん検診（男性・女性） 乳がん検診（女性）

40歳 昭和47（1972）年4月2日～昭和48（1973）年4月1日

45歳 昭和42（1967）年4月2日～昭和43（1968）年4月1日

50歳 昭和37（1962）年4月2日～昭和38（1963）年4月1日

55歳 昭和32（1957）年4月2日～昭和33（1958）年4月1日

60歳 昭和27（1952）年4月2日～昭和28（1953）年4月1日

無料クーポン券に該当する生年月日：前年度の年齢が対象
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