▶︎ 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

「とねっと」は、このたびシステム機能が更新され、新「と
ねっと」として生まれ変わりました。また、新たに歯科医療機
関、調剤薬局にも参加していただけることになり、より幅広い
医療連携を行っていきます。とねっとをご利用いただくために
は、登録（無料）が必要です。

新「とねっと」で広がる安心・安全

②健康記録機能の充実
 血圧や血糖値などを「とねっと」健康記録に登録できるよ
うにします。医師はその記録を見てアドバイスができます。
③中核病院とかかりつけ医との医療情報の連携
 中核病院の登録情報とかかりつけ医の登録情報が連携さ
れ、より安全で安心な治療が可能となります。

利根保健医療圏（幸手市・行田市・加須市・
羽生市・久喜市・蓮田市・白岡市・
宮代町・杉戸町）内の病院、診療所
などを安全なネットワークで結び、
患者情報を共有するシステム。
「とねっと」ホームページ▲

★平成30年3月31日までに、「かかりつけ医カー
ド」の発行を受けた方へ
ICチップの登録を無料で行います。
登録窓口 保健センター
受付時間 8時30分～ 17時15分
（土、日、祝日、年末年始を除く）
持ち物 かかりつけ医カード
★お子さんのアレルギー情報は「とねっと」へご
登録ください
救急時、救急隊がアレルギー情報を事前に搬送
先の医療機関に伝達でき、迅速な救急搬送にも役
立ちます。

かかりつけ医カード▲

■健康スポーツ・文化教室（会場：エコ・スポいずみ多目的スペースほか、参加費無料、当日申込ＯＫ！）
●ヨガストレッチ教室／日時 毎週水曜日（7月25日は休み） 13時～ 14時30分 ※8月休み
持ち物

・１１１１

■すぎスポ初心者講習会参加者募集
●詩吟初心者教室

漢詩に節をつけて吟じます。複式呼吸で健康増進に役立ちます。
日時 7月18日・25日、8月1日（毎週水曜日・全3回） 13時30分～ 15時30分
場所 西公民館 美術室等
対象 杉戸町近隣住民
定員 10名程度
講師 平野 岳翠 （日本詩吟学院）
参加費 300円（資料代等）

■すぎスポ会員募集（初回のみ入会金1,000円）
●グラウンドゴルフ

プレイするだけで、芝生の上を沢山歩くことが出来るス
ポーツです。新規教室を立上げますので、これからはじめ
ようとしている初心者の方を大募集！
日時 毎週月・木曜日 13時～ 15時（月約8回）
場所 国体記念運動広場
対象 杉戸町近隣住民
会費 500円／月

19

広報すぎと

平成30年7月号

●フロアカーリング

氷上のカーリングをフロアで楽しめます。体験
随時受付中。お気軽にお問い合わせください。
日時 毎週日曜日
9時～ 11時
場所 杉戸小学校 体育館（7、8、9月は西公民館）
対象 杉戸町近隣住民
会費 500円／月

ヘルスメイトの「おやこ食育教室」
～夏休み、親子で一緒に料理を作ってみよう！～

8月21日㈫ 10時～ 13時30分
保健センター 調理実習室
小学生と保護者
（小学5年生以上は子供のみの参加も可）
費用 親子500円（子供だけの参加は1人250円）
持ち物 エプロン・三角巾・筆記用具・ふきん2枚・室
内履き（スリッパ等の脱げやすいものは避け
てください）
定員 25名（申込順）
申込 8月14日㈫までに電話で保健センターへ
主催 杉戸町食生活改善推進員協議会
日時
場所
対象

がん患者の集い！
がん患者の集いです。仲間に出会い、一人だけじゃ
ないと思えることは大きな励みです。
日時 7月27日㈮ 13時～ 16時
場所 生涯学習センター 集会室1・2
対象 がん患者（がん全般）
問合せ がん患者会シャローム専用携帯
090–4535–9198

これから蚊が発生する季節を迎えます。蚊の吸血に
よって、さまざまな感染症にかかる恐れがあります。
日頃から、以下のことに気をつけましょう。
蚊を増やさないようにしましょう！
 蚊は、植木鉢の受け皿や屋外に放置された空き缶
に溜まった雨水など、小さな水たまりで発生するの
で、日頃から住まいの周囲の水たまりを無くすよう
に心がけましょう。
蚊に刺されないようにしましょう！
・屋外の蚊が多くいる場所で活動する場合は、でき
るだけ肌を露出せず、虫よけ剤を使用するなど、
蚊に刺されない対策をしましょう。
・海外へ渡航する際には、渡航前に現地での流行状
況を把握し、もし、蚊を媒介とする感染症の流行
地域へ渡航される場合には、蚊に刺されないよう
に万全な対策をしましょう。
 蚊の活動は概ね10月下旬頃で終息し
ます。これらの対策は10月下旬頃まで
を目安に行いましょう。

乳幼児健診
名

称

3 ～ 4か月児健診

対

象

実施日

平成30年4月生

9 ～ 10か月児健診 平成29年10月生

8月8日㈬
8月7日㈫

1歳6か月児健診

平成29年1月生

8月1日㈬

3歳児健診

平成27年3月生

8月22日㈬

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歳児健診は母子
健康手帳のみ）
※対象児には個別通知あり。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。

肝炎ウイルス検診のお知らせ
B型・C型肝炎ウイルス検診を、今年度40歳になる
方（昭和53年4月1日～昭和54年3月31日生）に無料で
行っています。
詳細は電話またはホームページをご覧ください。
（ 杉戸町 肝炎ウイルス検診 で検索）
＊過去に既に検査をしたことがある方、職場などで検
査を受ける予定のある方は対象外です。（職場で健康
診断を受ける方は、健康診断の項目をご確認くださ
い。）杉戸町の肝炎ウイルス検診対象者ではない方は
埼玉県のホームページをご参照ください。
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☎ ・１１１１

室内履き、飲み物、ヨガマットまたはバスタオル
持ち物 室内履き、飲み物

●健康体操／日時 毎週木曜日 10時～ 11時

☎
33

NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ事務局
☎ (48) 5161（月・水・金 10時～ 15時）

骨を強くする食事のコツを管理栄養士がお伝えしま
す！
日時 7月24日㈫ 9時30分～ 13時30分
場所 保健センター 2階調理実習室
内容 講話、調理実習
費用 300円
持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具、ふきん2枚、室
内履き（スリッパ等の脱げやすいものは避け
てください）
定員 10名（申込順。定員になり次第締切）
申込 7月17日㈫までに電話で保健センターへ

～蚊を増やさない・蚊に刺されない～

杉戸町役場

杉戸町役場

すぎ ス ポ 情 報

申込・問合せ

骨粗しょう症予防の料理教室

蚊を介する感染症の予防対策

保健

保健

★とねっと登録の手続き
保健センター窓口または「とねっと」参加医療機関にある『「とねっと」参加（利用）同
意書』に記入し、保健センターに持参するか、ご自身で協議会事務局まで郵送してください。
必要書類 ①「とねっと」参加（利用）同意書
②本人の氏名・住所・生年月日が確認できる書類（運転免許証、保険証など）
※持参の場合は提示、郵送の場合はコピーを同封
同意書提出後、約2週間で「かかりつけ医カード」を郵送します。

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。節電中でも
上手にエアコンを使っていきましょう。
2．暑くなる日は要注意
猛暑日は注意が必要です。また、湿度
が高いと体からの汗の蒸発が妨げら
れ、体温が上昇しやすくなってしまい
ます。
3．水分をこまめに補給
のどが渇く前に水分を補給しましょう。
アルコールはかえって体内の水分を出してしまうた
め、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
熱中症は、めまい・頭痛・吐き気・倦怠感などの症状
から、ひどいときには意識を失うことがあります。
「お
かしい」と思ったら、涼しいところに避難し、医療機
関に相談しましょう。
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。

子育て

子育て

④在宅医療介護への活用
 「とねっと」の登録情報を介護に携わる訪問看護師などが
確認できるようになり、より質の高い医療・介護サービス
が受けられます。

「とねっと」とは

保 健

カルスタ

カルスタ

①かかりつけ医カードのICチップ化
 救急隊による「とねっと」システムへのアクセススピー
ドがより速くなり、救急搬送時間が短縮となります。

熱中症予防5つのポイント

すぎとひろば

すぎとひろば

新「とねっと」がはじまりました！

保健センター

（健康支援課）
☎ 0480 (34) 1188
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