
日　付 対　象

1月6日（月） 初回　平成28年11月生～12月生
２期　平成22年8月生～10月生

2月3日（月） 初回　平成28年12月～平成29年1月生
追加　平成27年11月生～12月生

健康・子育て課☎82-1111（内線287・289）

保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から保健センターでの予防接種　日本脳炎　3歳から

～こんにちは　美浜食生活バランス研究会です～～こんにちは　美浜食生活バランス研究会です～～こんにちは　美浜食生活バランス研究会です～

受付時間　午後０時30分～午後1時30分
場　　所　保健センター　　持  ち 物　母子手帳・予診票 予約は

いりません！

◎受付時間は、午前９時～正午までです。都合により変更になる場合があります。

●その他対象：初回及び追加未接種者（３歳～7歳半未満まで）
　　　　　　　２期未接種者（9歳～13歳未満）
●特 例 措 置：平成11年度生～平成19年4月1日生まれの20歳未満は不足分接種可能
　＊計4回済んでいる方については通知しておりません。

＜服薬中の方へ＞
慢性的に喘息、アレルギー等で服薬中の方は、
集団接種はできませんので紹介状を発行させて
いただきます、ご連絡ください。
風邪の方は服薬後、２週間あけてからお越しく
ださい。服薬中は接種できません。

〈生活習慣病予防料理教室のご案内〉
健康な体つくりに欠かすことのできない「食事」
　　　　　いつまでも　健康で　自分らしく
　生活していくための食事つくりの秘訣を

　　　　　　　　　　　　　　一緒に学びませんか。
　
日　時　２月５日（水）午前10時～午後１時
場　所　美浜町保健センター
対象者　どなたでも
定　員　１０名程度　　　　
参加費　７００円
申込期限　１月24日（金）までに、保健センター
　　　　　までお申込みください。
　　　　　なお定員になり次第締め切らせてい
　　　　　ただきます。

当　　　番　　　医
当番日 診療場所 医療機関名 診療科目

1月の休日急病当番医

電話番号

1日(水)
2日(木)
3日(金)
5日(日)
12日(日)
13日(月)
19日(日)
26日(日)

65-0184
82-0395
82-5511
82-0395
65-1111
82-0395
62-0138
82-0106

内科・小児科
内科

整形外科・内科
内科・小児科

内科
内科・小児科

内科
内科・小児科

(医)大岩医院(豊浜)
知多厚生病院　担当医：白井医院
(医)浜田整形外科・内科クリニック
知多厚生病院　担当医：榊原医院
(特医)共生会 みどりの風 南知多病院
知多厚生病院　担当医：前田医院
大岩医院(内海)
(医)顕心会 辻医院

身体づくりは、こころの健康にもつながります。
1/27（月）の健康講演会でも運動と健康の話が
聞けるよ
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 絵 しんりんがく 柴田菊代

健康講演会のご案内健康講演会のご案内健康講演会のご案内

みんなで　はつらつ　まちづくり　元気ばんざい！みはま21
　～15年の歩みとこれから～

　
　誰もが健康で暮らせるように、一人一人の健康づくりを推進するため平成17年に策定された「元気ばんざい！
みはま21」計画から早15年。町内には健康づくりを行うグループが沢山立ち上がりました。今回は、そんなグル
ープの取り組みを始めとする健康づくりへのヒントが盛りだくさんです！ぜひご参加ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日　時　１月２７日（月）午後1時15分～午後3時30分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（受付0時45分～1時15分）
場　所　美浜町保健センター３階集団指導室

内　容　＜第１部＞午後1時30分～午後2時25分
　　　　　①「元気ばんざい！みはま21計画（第２次）」中間報告
　　　　　②実践報告「木曜ウォーキングの取り組み」健康づくり応援団サポーター　山森　昭子　氏
　　　　　③実践報告「ラジオ体操で仲間づくり」　　健康づくり応援団サポーター　岡本　径子　氏

　　　　＜第２部＞午後2時35分～3時15分
　　　　　　①講演「運動する人は、からだも心も元気です」
　　　　　　　　　　　　　　　日本福祉大学スポーツ科学部
　　　　　　　　　　　　　　　　　准教授　山根　真紀　氏

　　　　　　　★講演会終了後、食生活バランス研究会による、健康おやつの配布があります！

　美浜町地域包括ケアシステム推進協議会では、病院と連携し、地域住民の方を対象に各種講座を開催します。
各講座とも参加費は無料。どなたでも参加でき、申込みは不要です。
【介護予防講座　第３回】
日　時　1月15日（水）午後２時～３時
場　所　渡辺病院附属会館
内　容　①骨の健康を考えよう！
　　　　　骨密度測定について
　　　　②毎日コツコツ骨粗鬆予防！
講　師　①診療放射線技師　佐藤　幾子氏
　　　　②管理栄養士　近藤　祥子氏
問合先　医療法人瑞心会　渡辺病院
☎０５６９-８７-２１１１

【ミニレクチャー】
日　時　1月17日（金）午後１時～２時
場　所　知多厚生病院　診療棟３階　セミナー室１
内　容　最近の鼠径ヘルニアの話
講　師　外科医師　杉戸　伸好氏
　　　　手術室看護師　中野　里栄氏
　　　　　　　　　　　榎本　政美氏
問合先　知多厚生病院
☎０５６９-８２-０３９５

【肝臓病教室】
日　時　1月18日（土）午前11時～正午
場　所　知多厚生病院　診療棟３階　セミナー室１
内　容　①食事療法について
　　　　②肝硬変について
講　師　①管理栄養士　内田　理恵子氏
　　　　②内科医師　高橋　佳嗣氏
問合先　知多厚生病院
☎０５６９-８２-０３９５

健康に関する各種講座のお知らせ健康に関する各種講座のお知らせ

さとう        いくこ

こんどう    しょうこ

そけい

すぎと       のぶよし

えのもと       まさみ

なかの         りえ

●福祉課　内線３６２

●健康・子育て課　内線２８７

うちだ           りえこ

たかはし     よしつぐ
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