
☎ 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 ）

　病気等で緊急に治療が必要な場合、下記の医療機関・
時間で診療を受けることができます。
診療時間　19時～22時（受付18時30分～21時30分）
診療科目　内科
※必ず、電話してから受診してください。

月日 医療機関名 電話番号

2月7日㈰ 堀中病院 (42) 2081

11日（木・祝） 秋谷病院 (42) 2125

14日㈰ 堀中病院 (42) 2081

21日㈰ 秋谷病院 (42) 2125

28日㈰ 堀中病院 (42) 2081

3月6日㈰ 秋谷病院 (42) 2125

13日㈰ 堀中病院 (42) 2081

【冬期限定】休日夜間診療を実施しています

　地域医療の現状や医療連携の必要性などをお伝えし
ながら、地域医療を守るために一人ひとりがしなけれ
ばならないことや、医療連携の普及に必要なことなど
を参加者の皆さんと一緒に考えます。
日時　3月5日㈯　13時30分～15時30分（開場13時）
場所　行田市教育文化センターみらい
　　　（行田市佐間 3-24-7）
内容　【第 1部　基調講演】
　　　　テーマ　皆さんの地域医療を守るためには
　　　　講師　伊関　友

ともとし

伸先生（城西大学経営学部教授）
　　　【第 2部　パネルディスカッション】
　　　　テーマ　 ＩＴ医療連携「とねっと」の広域化

に向けて
　　　　出演者　協議会会長、行田市医師会長、
　　　　　　　　行田総合病院理事長ほか
定員　500 人
その他　参加費無料・申込不要
主催　埼玉利根保健医療圏医療連携推進協議会
共催　埼玉県

地域医療ネットワークシンポジウムを開催します！

　もうすぐママパパになる皆さん、赤ちゃんをお風呂
に入れる方法や抱っこの仕方など練習してみませんか。
日時　2月 28 日㈰　9時～ 11 時 30 分
内容　「赤ちゃん」をテーマにしたＤＶＤ鑑賞
　　　赤ちゃんをお風呂に入れよう　ほか
対象　平成 28年 4～ 6月出産予定の妊婦と夫。
　　　※ 出産予定月は目安です。予定月以外の方も参

加できます。
申込　2月 22 日㈪までに電話で保健センターへ

ママ・パパ教室  －日曜クラスー

　該当のお子さんにはすでに個別で通知していますが、
説明書をよく読み、速やかに接種をお願いします。

　なお、転入の方で予診票をお持ちでない方は、母子
健康手帳を必ず持参のうえ保健センター窓口までお越
しください。

予防接種名 対象者 接種期限

麻しん風しん

1期（1歳児）
2歳の

誕生日前日まで
2期（いわゆる年長児）
平成21年4月2日生～
平成22年4月1日生

3月31日㈭まで

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

小学校6年生
（11歳～ 12歳）

3月31日㈭まで

日本脳炎（2期）
平成9年4月2日生～
平成12年4月1日生

20歳の
誕生日前日まで

予防接種を受けましょう

月日 医療機関名 電話番号

2月7日㈰ のうみクリニック（幸手市） (42) 7233

11日（木・祝） 井上小児科皮フ科（杉戸町） (33) 8690

14日㈰ 野口内科小児科医院（幸手市） (42) 0123

21日㈰ さって西クリニック（幸手市） (43) 8111

28日㈰ 高野台クリニック（杉戸町） (35) 1110

3月6日㈰ のうみクリニック（幸手市） (42) 7233

13日㈰ 野口内科小児科医院（幸手市） (42) 0123

2・3月の小児休日診療当番医（杉戸町・幸手市）

 診療時間　9時～ 12 時　
※必ず、電話してから受診してください。
　 また、受診する際は「薬剤情報カード（薬の説明書）」
をお持ちください。
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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11月生 3月16日㈬

9～ 10か月児健診 平成27年 5 月生 3月15日㈫

1歳6か月児健診 平成26年 8 月生 3月 2 日㈬

3歳児健診 平成24年10月生 3月23日㈬

乳幼児健診

ＳＨＯＫＵＩＫＵ 食育だより
　日光街道で日本橋から数えて5番目の宿場町、杉戸宿。そこで提供されていた料理のひとつが「玉子ふわふ
わ」です。「杉戸宿魅力再発見事業　食資源開発部会」ではこれを現代風にアレンジし、「金ゴマ入りたまふわ
ミルクセーキ」として発表、都内でのイベントや、去る12月6日に開催された「宿場まつり」で提供しました。
　また、杉戸農業高校の皆さんは「たまふわ」料理のメニュー開発に取り組み、地元企業・商店の方々と一緒
に、この料理と歴史ある杉戸宿の食文化を広めようと取り組んでくれています。

問合せ

商工観光課　魅力発信担当
内線310

杉戸宿400年の歴史を活かした食文化

▼調理中の様子 ▼試食会の様子

▲生徒が開発した
　「たまふわ料理」

カルスタすぎと
 問合せ

町立図書館  ☎ (33) 4056カルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎとカルスタすぎと
生涯学習センター・町立図書館

　赤ちゃん向けの絵本や「せいかつ」をテーマにした
絵本を紹介します。
日時　3月 2日㈬　11 時～ 12 時
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
対象　子育て中の方・子どもの本に関心のある方
　　　（お子様も同席可）

０・１・２歳の絵本さがし

日時　第 1・3土曜日　14 時～ 14 時 30 分
　　　第 2水曜日　11 時 20 分～ 11 時 50 分
　　　第 4土曜日　13 時 30 分～ 14 時
　　　第 4日曜日　10 時～ 10 時 30 分
　　　　　　　　　11時～ 11 時 30 分
　　　（第 4土・日曜日は図書館まつり内で開催）
場所　カルスタすぎと　おはなしのへや
内容　本の読み聞かせ、紙しばい、手あそび等
対象　乳幼児親子・小学生　　費用　無料

おはなしかい

♠ 2 月の休館日… 1 日㈪・8日㈪・12 日㈮・15 日㈪・
　　　　　　　　22日㈪・26 日㈮・29 日㈪
※  26 日㈮は、館内整理日のため図書館は休館します。
　（生涯学習センターは開館）

杉戸町くらしの会　消費生活セミナー
あなたが狙われていますよ！～消費者被害の傾向と対策～

商工観光課　商工担当
内線309

問合せ

日時　3月17日㈭　13時30分～ 15時30分（開場13時）　　場所　カルスタすぎと　多目的ホール
内容　★消費者被害防止寸劇（加須市くらしの会）　分かりやすい寸劇で消費者被害を学ぼう！
　　　★講演（杉戸町消費生活相談員　工藤篤志氏）　心理テストであなたの『だまされやすさ』をチェック。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 悪徳業者の手口を知り、被害を未然に防ごう！
　　　　　　　　　 振り込め詐欺、マイナンバー詐欺、スマートフォントラブル、
　　　　　　　　　セカンドライフ関連など最新消費者被害の情報満載です！
費用　無料（申込不要）　　定員　250名　※定員になった場合は入場をお断りする場合があります。

昨年のイベントの様子

▲

シニアサロン交流事業　公開イベント 高齢介護課　高齢者福祉担当　内線317・318
中央公民館　☎ (34) 6840

問合せ

日時　3月8日㈫　10時～（開場9時30分）　　場所　西公民館　多目的ホール
内容　テーマ「笑って認知症の予防」～プラス思考で認知症を予防しよう～
　　　講師　松本　光正先生（関東医療クリニック院長）
定員　200名（参加費無料・申込不要）

　「シニアサロン」をより多くの方に知っていただくため、公開イベントを実施します。
　町内の方なら地域の枠を越えて、どなたでも参加することができます。

　　　　　　　　
　　　　　　　　　セカンドライフ関連など最新消費者被害の情報満載です！
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