
いっぱい笑うように

なりました♥
これからいろんな

ところにおでかけ

しようね～♥

子ども写真募集中
　住所・保護者名・お子さんの名前 (ふりがな )と年齢・
性別・電話番号・簡単なコメントを書いて、郵送また
は電子メール ( 携帯絵文字不可 )でご提出ください｡
◎送付先 〒840-8501 佐賀市役所　秘書課　広報係
　　hisho@city.saga.lg.jp
※到着月から２カ月後以降の市報に順次掲載。

対象 : 市内在住、就学前まで

藤原　來愛ちゃん
（７カ月・若宮）

こ　あ

昨年 8 月 17 日に

産まれました！

パパとママの宝物�

すくすく大きくなーれ

＼( ̂ô ) ／

昨年 8 月 17 日に

産まれました！

パパとママの宝物♥
すくすく大きくなーれ

＼( ̂ô ) ／

山領　彩葉ちゃん
（７カ月・鍋島）

いろ　は

いつも笑顔いっぱい

ふーちゃん�もうすぐ

お兄ちゃんになるね！

これからもすくすく元気に

大きくなってね＼(^o^) ／

いつも笑顔いっぱい

ふーちゃん♥もうすぐ

お兄ちゃんになるね！

これからもすくすく元気に

大きくなってね＼(^o^) ／

山口　楓騎くん
（１歳・巨勢）

ふう　き

子ども写真子ども写真子ども写真子ども写真子ども写真

健康カレンダー

8市報さが　平成28年6月15日号9 市報さが　平成28年6月15日号

ほほえみ館
〒849-0919
佐賀市兵庫北3丁目8番地36号
☎30・0100

問合せ日 曜日 行　　　　事

〔支所健診〕
○7月の健診日程

高齢者の相談等
◎申し込み・問い合わせ

○7月の相談日程

本庁  高齢福祉課  地域包括支援係  ☎40・7284

ものわすれ相談室
受付時間：13：30～15：30
場所：ほほえみ館

木

日 曜日 行　　　　事
予約制7

・
21

毎日健診・支所健診・個別健診

〔毎日健診（平日）〕

〔個別健診〕

会場：成人病予防センター（新中町）
（予約受付　8：30～17：30　日・祝日・年末年始を除く）
月曜から金曜まで毎日健診（平日）を実施しています。

問合せ日 曜日

成人病予防
センター

月
〜
金

行　　　　事

●成人を対象とした健（検）診です。
●内容：特定健診のほか、各種がん検診など。詳しく
は「平成28年度保存版　佐賀市健康ガイドブック」、
市ホームページをご覧ください。

※社会保険加入者（協会けんぽ、共済、組合健保など）
の「特定健診」については、加入している各健康保険
にお問い合わせください。

　佐賀市が実施する健（検）診を、市内の一部の医療
機関でも受診できます。
　詳しくは、「平成28年度保存版佐賀市健康ガイドブッ
ク」、市ホームページをご覧いただくか、健康づくり課
保健予防一係にお問い合わせください。 ☎40・7281

日曜祝日当番医案内
　日曜祝日に受診できる医療機関（原則として内科およ
び外科）を市ホームページに掲載しています。
佐賀市トップページ＞もしもの時＞休日当番医
テレフォンサービス ☎30・0114

毎日健診（平日）予約制

土日健診 予約制

女性健診 予約制

※「歯周病検診」を5日（火）、10日（日）、13日（水）、
23日（土）、28日（木）に実施します。

※電話以外での健診申込希望者は、健診希望日の3週
間前までにご連絡ください。
　FAX30･0115　{kenko@city.saga.lg.jp

※支所健診の予約受付：平成28年度から、各支所健診
の予約は健康づくり課（ほほえみ館内）で受け付けて
います。

○7月の健診日程

日10

土23

金1 久保田支所健診

☎36・7570

☎31・8835

場所：久保田保健センター
予約制 健康づくり課

（ほほえみ館内）

７月

日 曜日 行　　　　事 日 曜日 行　　　　事

22 金

25 月

26 火

27 水

4 月

13 水

20 水

5
・
6

火
・
水

乳幼児健康相談
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、
　　　　  助産師
場所：大和支所

1歳6カ月児健診（旧佐賀市・大和町対象）
受付時間：12：45～14：00
対象児：平成26年11月生まれ
場所：ほほえみ館

7
・
8

木
・
金

3歳6カ月児健診（旧佐賀市・大和町対象）
受付時間：12：45～14：00
対象児：平成24年12月生まれ
場所：ほほえみ館

1歳6カ月児健診（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
対象児：平成26年10～11月生まれ
場所：東与賀保健センター

14 木

19 火

3歳6カ月児健診（東与賀町・久保田町対象）
受付時間：13：15～14：00
対象児：平成24年10～11月生まれ
場所：東与賀保健センター

グリンピース（多胎児サークル）
時間：10：15～11：40
場所：ほほえみ館

妊婦セミナー
受付時間：①12：40～12：50
　　　　  ②13：20～13：30
場所：ほほえみ館

9 土

予約不要

予約不要

乳幼児健康相談
受付時間：10：00～12：00
対応職種：保健師
場所：富士支所

3～6カ月児セミナー（子どもの生活習慣と離乳食）
（おおむね生後7カ月まで）
受付時間：①13：00～13：15
　　　　  ②13：30～13：45
場所：ほほえみ館

乳児健康相談
（おおむね生後7カ月まで）
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、助産師、栄養士
場所：ほほえみ館

予約不要

予約不要

乳児健康相談
（おおむね生後7カ月～12カ月まで）
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

予約不要

幼児健康相談
（おおむね1歳～就学前まで）
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

予約不要

予約制

妊婦健康相談
受付時間：13：30～15：00
対応職種：保健師、栄養士、歯科衛生士
場所：ほほえみ館

予約不要乳幼児健康相談
受付時間：13：00～14：00
対応職種：保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士
場所：諸富町公民館

予約制

7～10カ月児セミナー（子どもの生活習慣と親子体操）
（おおむね生後12カ月まで）
受付時間：①12：50～13：00
　　　　  ②13：15～13：25
場所：ほほえみ館

予約制

1歳～1歳5カ月児セミナー（子どもの生活習慣と歯科健診）
（おおむね生後1歳～1歳5カ月まで）
受付時間：①12：50～13：00
　　　　  ②13：30～13：40
対象児：おおむね1歳～1歳5カ月児
場所：ほほえみ館

予約制

※予約受付8：30～17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

◎休日に急な歯痛で困った時は！
佐賀市休日歯科診療所（ほほえみ館1階） ☎36・9164
診療日時　日曜・祝日・8月15日・12月31日～1月3日
　　　　　9：30～16：00（受付時間は15：30まで）

乳幼児の健診や教室等
【注意点】
※出生届出後2カ月を過ぎても、予防接種等のご案内が郵送されない場合は、母子保健係にお問い合わせください。
※妊婦セミナー、3～6カ月児セミナー、7～10カ月児セミナー、1歳～1歳5カ児セミナーは予約制です（1人1回）。
※各種妊婦乳幼児相談は予約不要です。対象年齢ではない日でも利用できます。当日は母子健康手帳をお持ちください。
※赤ちゃん広場は佐賀市社会福祉協議会（社協）が主体となって開催します。　◎問い合わせ　社協（ほほえみ館内） ☎32・6670
【お詫びと訂正】市報5月15日号のほけんのページ（P8）に誤りがありました。正しくは以下のとおりです。
　　　　　　　 6月23日（木）乳児健康相談の受付時間
　　　　　　　（誤）13：30～15：00  →  （正）9：30～11：00　ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

◎申し込み・問い合わせ

健康づくり課（ほほえみ館）
●乳幼児・妊婦・予防接種について  母子保健係
　☎40・7282　FAX30・0115

FAX40・7393{korei@city.saga.lg.jp

※女性限定の日です。子
宮がん検診・乳がん検
診の医師や検査をする
技師が女性です。


