
保健センター
（健康支援課）
☎ (34) 1188保　�健

▶︎ 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

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。

名　称 対　象 実 施 日
3 ～ 4か月児健診 平成30年10月生 2月20日㈬
9～ 10か月児健診 平成30年4月生 2月19日㈫
1歳6か月児健診 平成29年7月生 2月6日㈬
3歳児健診 平成27年9月生 2月27日㈬

乳幼児健診

　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。

＊5日間で1コースですが、1日だけの参加もできます。
対象　妊娠週数13週以降の妊婦とそのパートナー
　　　（特に★はパパにもおすすめです）
申込　2月12日㈫までに電話で保健センターへ

月日 時間 内容

２
月

18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

21日㈭ 13時15分
～ 15時30分

赤ちゃんとママの歯の健康
マタニティごはん

22日㈮
9時30分
～ 11時30分

妊婦体操・妊娠中の生活
お産の準備とすすみ方

★24日㈰ 赤ちゃんをお風呂に入れよう
★28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　－第3回コース－

がん患者の集い！
　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　1月25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

カンタン離乳食教室
日時　2月1日㈮　9時50分～ 12時
内容　 離乳食の進め方、5 ～ 8か月頃の離乳食の調理・

試食　※試食は大人のみ
持ち物　 エプロン、三角巾、ふきん、筆記用具、米大

さじ1、上履き、母子手帳、おぶいひも、おむつ、
タオル

定員　15組（申込順）
申込　1月25日㈮までに電話で保健センターへ

高齢者インフルエンザワクチン接種はお済みですか？
接種期間　1月31日㈭まで

ヘルスメイトの料理教室
～大人の栄養バランス～

　ヘルスメイト（食生活改善推進員）と一緒に簡単・
おいしい・ヘルシーな料理を作りましょう！
日時　1月31日㈭　10時～ 13時30分
場所　保健センター 2階　調理実習室　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　25名　※定員になり次第締切
申込　1月24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

　インフルエンザワクチン接種を行うと、インフルエ
ンザにかかりにくくなる、あるいは、かかっても重症
化を抑えることができます。ワクチンの予防効果は接
種後2週から5か月程度と考えられています。早めに予
防接種を受けましょう！
接種対象者　65歳以上　　費用　1,500円
※詳しくは、広報すぎと10月号をご覧ください。

看護学校の教員に関心がある方への説明会
　現職の看護教員が、看護学校の現状や教員への道の
り、魅力を伝えます。
日時　1月26日㈯　13時～ 16時
場所　埼玉県看護協会研修センター（さいたま市西区）
費用　無料　　申込　事前申込不要
問合せ　県医療人材課 看護・医療人材担当
　　　　☎048（830）3543

杉戸町食育推進講演会
地元でつくって地元で食べよう！

～良いこといっぱい杉戸の野菜～
日時　1月28日㈪　13時30分～ 15時
場所　すぎとピア　2階多目的ホール
内容　講演「近いがうまい埼玉産」
　　　　　　～地産地消の取組を御紹介～
　　　ミニ講座　「 野菜ソムリエ直伝！野菜の美味しさ

を引き出す㊙術」（仮）
　※ 杉戸産野菜のミニ販売や、杉戸のイチオシ野菜「丸

系やつがしら」入り豚汁のミニ試食もあります。
定員　100名（申込順）
申込　1月21日㈪までに保健センターへ電話または来所

診療時間　9時～ 12時
※必ず、電話してから受診してください。
　 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。

月日 医療機関 電話番号

１
月

6日㈰ さって西クリニック（幸手市）（43）8111
13日㈰ のうみクリニック（幸手市） （42）7233
14日(月・祝) 井上小児科皮フ科（杉戸町） （33）8690
20日㈰ 香日向クリニック（幸手市） （44）3001
27日㈰ 高野台クリニック（杉戸町） （35）1110

２
月

3日㈰ さって西クリニック（幸手市）（43）8111
10日㈰ 高野台クリニック（杉戸町） （35）1110
11日(月・祝) 入江こどもクリニック（幸手市）（44）1155
17日㈰ のうみクリニック（幸手市） （42）7233
24日㈰ 野口内科小児科医院（幸手市）（42）0123

1月・2月の小児休日診療当番医（杉戸町・幸手市）

　病気等で緊急に治療が必要な場合、上記の医療機関
（幸手市）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 電話番号

１
月

1日㈫ 堀中病院 (42)�2081
2日㈬ 秋谷病院 (42)�2125
3日㈭ 堀中病院 (42)�2081
6日㈰ 秋谷病院 (42)�2125
13日㈰ 堀中病院 (42)�2081
14日(月・祝） 秋谷病院 (42)�2125
20日㈰ 堀中病院 (42)�2081
27日㈰ 秋谷病院 (42)�2125

２
月

3日㈰ 堀中病院 (42)�2081
10日㈰ 堀中病院 (42)�2081
11日(月・祝） 秋谷病院 (42)�2125
17日㈰ 堀中病院 (42)�2081
24日㈰ 秋谷病院 (42)�2125

1月・2月の休日夜間診療当番医

骨粗しょう症 子宮頸がん 乳がん 大腸がん

対象 20歳以上の
女性

20歳以上で
偶数月生まれの

女性

40歳以上で
偶数月生まれの

女性
40歳以上
の方

「がん検診無料券」該当者

内容 超音波による
骨密度測定

子宮頸部の
細胞検査
内診

視触診
乳房Ｘ線検査

（マンモグラフィ）
便潜血検査

費用 300円 600円 1,200円 400円「がん検診無料券」該当者は無料

実施
日
2月7日㈭　午後
2月13日㈬　骨粗しょう症検診は午前・午後
　　　　　　子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診は午後のみ

会場 保健センター

申込 1月17日㈭までに保健センター電話または窓口へ（9時～ 16時）定員になり次第締め切ります。

骨粗しょう症・子宮頸がん・乳がん・大腸がん集団検診
　今年度最後の集団検診となります。骨粗しょう症検診は好評につき、定員を増やしました。当日は保育があります。

（予約制）
★共通事項★

① 検診は年度内（4月～翌年3月）に1回の
みです。

②次の方は、受診費用が免除です。
▶70歳以上の方：検診当日に申出ください。
▶ 町民税非課税世帯の方：世帯全員が非課

税の方が対象。検診実施日の10日前まで
に印鑑持参のうえ、保健センター窓口に
て手続きください。

▶ 生活保護受給の方：検診当日、受給証を
ご提示ください。

③下記の方は検診を受けられません。
骨粗しょう症検診
▶骨粗しょう症で治療中の方
子宮頸がん検診
▶生理中の方
▶妊娠中または妊娠の可能性のある方
▶子宮全摘出術を受けた方
乳がん検診
▶妊娠中または妊娠の可能性のある方
▶授乳中の方・断乳後6か月未満の方
▶過去1年以内に乳房の手術を受けた方
▶乳房豊胸術を受けた方
▶ 心臓ペースメーカー等医療機器が前胸部

に入っている方
大腸がん検診
▶生理中の方
▶痔の方

乳がん・子宮頸がん検診無料券対象のみなさまへ！
　子宮頸がん・乳がん検診無料券の有効期限は2月28日㈭です。集団
検診をご希望の方は、上記をご参照ください。個別検診をご希望の方
は、終了間際は混み合いますので、早めに下記の実施医療機関に予約
してください。

※詳細は平成30年6月上旬の個人通知をご覧ください。

子宮頸
がん

玉井医院、長岡産婦人科医院、産婦人科木村医院、
堀中病院、ワイズレディスクリニック、済生会栗橋病院

乳がん 東埼玉総合病院、済生会栗橋病院、白岡中央総合病院

杉戸町メンタルヘルス講演会
「笑いと健康のマルチな関連」

　よく笑う人は誰か、笑いは健康にどのように関係す
るかなど、笑いと健康のさまざまな関連についてお話
しします。
日時　3月1日㈮　10時～ 11時30分
場所　保健センター　1階健診室
内容　講演　「笑いと健康のマルチな関連」　
　　　　　　　講師　埼玉県立大学　健康開発学科
　　　　　　　　　　坂井博通　教授
　　　ミニ講座　「ゲートキーパー養成講座」
定員　40名　　費用　無料
申込　2月22日㈮までに保健センターへ電話または来所
※手話通訳等が必要な方は、2月8日㈮までにお申込み
　ください。

広報すぎと平成30年12月号の訂正とお詫び
　広報すぎと12月号ｐ18でお知らせしました「杉戸町
産後ケアのご案内」の記事内容に誤りがありましたの
で、お詫びして訂正いたします。
　誤　（1回につき2時間、最大7時間）
　　　　　　　　　　↓
　正　（1日1回、1回につき2時間、最大7日間）

1617 広報すぎと　平成31年1月号広報すぎと　平成31年1月号
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