
☎ 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　 健保保保　 　 ++ 保健センター   
（ 健 康 支 援 課 ）

　杉戸町母子愛育会によるお遊び会を行います。
日時　7月 6日㈪　10 時～ 11 時 30 分
場所　保健センター　2階研修室
対象　就園前のお子さんと保護者の方
　　　＊事前予約不要。お気軽にご参加ください。

母と子のつどい～七夕飾りを作ろう～

日時　7月 10 日㈮　9時 50 分～ 12 時
定員　15組 （先着順）
内容　離乳食の進め方、5～ 8か月頃の調理、試食
　　　（大人のみ）
持ち物　 エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、米（大

さじ 1）、かかとのある室内履き、母子健康手
帳、おぶいひも、おむつ、タオル

申込み　7月 3日㈮までに、電話で保健センターへ

カンタン離乳食教室 　ヘルスメイト（食生活改善推進員）は、食を通じた
健康づくりを地域に広めるボランティアを行っていま
す。一緒に体に良い食事作りを学びませんか？
日時    6 月 16 日㈫　9時 30 分～ 13 時 30 分
場所    保健センター２階 調理実習室
費用    300 円　　定員    25 名
持ち物   エプロン、三角巾、筆記用具、かかとのある室内履き
申込    6 月 15 日㈪までに電話で保健センターへ
　　　※ 17時以降　佐藤☎ (32) 3539 
主催    杉戸町食生活改善推進員協議会

ヘルスメイトの男性料理教室　平成 17 年の積極的勧奨の差し控えにより、第 2期
接種が完了していない方のうち、以下の該当者は、積
極的な勧奨を実施することになりました。（個別通知済）
対象　 今年度中に 16・17・18 歳になる方（平成 9年

4月 2日から平成 12 年 4月 1日生）
　　　※ 転入された方、3 歳～ 7 歳 6 か月未満の方、

および 20 歳未満（平成 7年 6 月生～平成 19
年 4 月 1 日生）の接種希望者も、予診票を配
付していますので、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。

　　　※ 第Ⅰ期分の予診票は、3歳児健診時に配付し
ています。

日本脳炎定期予防接種

　早期発見・早期治療を目的として、次の年齢に該当
する方々には、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』を郵送します。
対象
　子宮頸がん検診（女性）　20歳
　乳がん検診（女性）　40歳
 　大腸がん検診（男性・女性）　40・45・50・55・60 歳
　※年齢は平成 27年 4月 1日現在　
クーポン券の有効期限
　大腸がん　　　　　　平成 28年 1月 26 日㈫
　子宮頸がん・乳がん　平成 28 年 2 月 29 日㈪　　　
利用方法　集団検診、個別検診（医療機関）
　＊大腸がん検診は、集団検診のみで利用可。
　＊詳細は、「がん検診無料クーポン券」に同封します。

がん検診無料クーポン券を配付します

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）
 ※ 対象児には個別通知有。健診日の 1週間前までに届
かない場合はご連絡ください。

名　称 対　象 実 施 日
3　～　4　か月児健診 平成27年 3 月生 7月15日㈬
9～ 10か月児健診 平成26年 9 月生 7月14日㈫
1歳6か月児健診 平成25年12月生 7月 1 日㈬
3歳児健診 平成24年 2 月生 7月22日㈬

乳幼児健診

　町の健康づくり事業やイベントに参加して、すぎぴょんポイントを集めましょう！ あなた
の健康づくりを応援するため、町の各種健康づくり事業に積極的に参加された方を「すぎと健
康マイスター」として任命します！ポイントに合わせて、素敵な景品をプレゼントします！

20ぴょん
減塩小さじファミリー、マス
ク、歯周病予防セットなど

60ぴょん
歩数計、エクササイズバン
ド、がん検診無料クーポン
（各種）など

60ぴょんで、歯科検診無料クーポンをも
れなく贈呈

80ぴょん
タオル、がん検診クーポン
（全種）など

【景品の一例】

みんなでチャレンジ！すぎと健康マイスターになろう！
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対象事業マークは
これ！！

　管理栄養士が、骨によい食事のコツやレシピをお伝
えします！
日時   6 月 30 日㈫　9時 30 分～ 13 時 30 分
内容　講話、調理実習
場所　保健センター 2階 調理実習室
費用　300 円　　定員　17名（先着順）
持ち物　 エプロン、三角巾、筆記用具、かかとのある

室内履き、ふきん
申込　6月 23 日㈫までに電話で保健センターへ

骨粗しょう症予防の料理教室
～食事でつくる骨美人～

　以下の日程に若干の空きがありますので、希望され
る方はお早めに申込みください。
日程　6月 26 日㈮、6月 29 日㈪　両日とも午後のみ
場所　保健センター
対象　子宮頸がん検診：20歳以上で奇数月生まれの女性
　　　乳がん検診：40歳以上で奇数月生まれの女性
　　　大腸がん検診：40歳以上の方
　　　がん検診無料クーポン券の該当になる方
費用　子宮頸がん検診：600 円、乳がん検診：1,200 円、
　　　大腸がん検診：400 円
申込　 6 月 19 日㈮までに保健センター窓口または電話
　　　※定員になり次第締切
　　　※ 申込みをされた方へ詳細は事前に郵送にてご

案内します。
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　もうすぐママ・パパになる皆さん、出産・育児につい
て学んでみませんか。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 27年 10 月～ 12 月の妊婦と夫
　　　※  1 日だけの参加も可。
　　　　☆印はパパにも特におすすめ！
　　　※ 出産予定月は目安ですので、予定月以外の方

も参加可。
申込　6月 23 日㈫までに電話で保健センターへ

ママ・パパ教室  －平日クラスー

日　時 内　容

6月30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2日㈭☆ 赤ちゃんをお風呂に入れよう

7月13日㈪
妊婦体操・妊娠中の生活
お産の準備とすすみ方

7月16日㈭☆
産後はどう過ごす？
赤ちゃんって？おっぱいケア

7月23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

◆子宮頸がん個別検診
日程　7月 1日㈬　～平成 28年 2月 29 日㈪
契約医療機関

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　 医療機関に事前予約。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。

◆乳がん個別検診
日程　7月 1日㈬～平成 28 年 2月 29 日㈪
契約医療機関　

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　 医療機関に事前予約。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。

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。
②次の方は、受診費用が免除。
　・ 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。印鑑が必要です。

　・ 生活保護を受けている方：検診当日、受給証を提示。
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契約医療機関 電話番号

○玉井医院 ☎ (33) 2464

○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

●済生会栗橋病院 ☎ (53) 0575

（○は杉戸町●は町外の医療機関）

契約医療機関 電話番号

東埼玉総合病院 ☎ (40) 1420

済生会栗橋病院 ☎ (53) 0575

白岡中央総合病院 ☎ (93) 0662

「すぎと健康マイスター」への道

チャレンジ申請1

対象事業へ参加2

マイスター任命3

【申請・交付場所】
役場（住民参加推進課、町民課、高齢介護課）、
保健センター、深輪産業団地地区センター

合計ポイント100ぴょんで、シートを保健センターへ提出し
てください。「すぎと健康マイスター」に任命します。

 「すぎと健康マイスター」対象事業※に参加して、ポイント
を集めましょう。規定のポイントで健康商品を贈呈します。
※対象事業は、広報紙やホームページで随時お知らせします。

以下の場所に申請して、「すぎと健康マイスターチャレ
ンジシート」を受け取る。
20歳以上の町内在住の方であれば、どなたでも参加可。

新規、継続の方
どちらもお待ち
しています！
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